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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 10,427 38.8 △348 ― △281 ― △200 ―

24年3月期第3四半期 7,512 △19.1 △972 ― △955 ― △627 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △232百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △799百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △45.25 ―

24年3月期第3四半期 △139.75 ―

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 20,457 13,700 67.0
24年3月期 21,275 14,109 66.3

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,700百万円 24年3月期  14,109百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
25年3月期 ― 20.00 ―

25年3月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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  ：  有  
 

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 19,600 20.4 520 49.6 560 31.2 300 74.2 67.78



(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 

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料2ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)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。 

(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きの対象外であり、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き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 
1.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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。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有ります。業績予想の前提となる条件及び業績
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2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 
2.平成24年10月30日に公表しました通期連結業績予想を修正しています。 

※  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   ：  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 4,776,900 株 24年3月期 4,776,900 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 350,542 株 24年3月期 350,504 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,426,392 株 24年3月期3Q 4,489,923 株



【参考】 

  

平成25年３月期の個別業績予想（平成24年4月１日～平成25年3月31日） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

  

  （％表示は、対前期増減率）

  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  19,000  20.5  490  57.6  530  32.7  290  78.9   65.52



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  7

生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………………………  7



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の世界経済は、欧州財政危機などの影響により減速が続いています。 

そのため、国内の景気についても弱い動きとなっていますが、公共投資は増加を続けています。 

風水力機械業界の需要状況については、公共投資の増加により、国内官需向けを中心に回復しています。 

このような環境下で、当社グループは積極的な営業活動を展開しましたが、当第３四半期連結累計期間における

受注総額は前年同期比88.7％の118億60百万円となりました。売上高については、前年同期比138.8％の104億27百

万円と大幅に増加しました。また損益面についても、売上高の増加などにより売上総利益が６億67百万円増加した

ことから、営業損失３億48百万円（前年同期は９億72百万円の損失）、経常損失２億81百万円（前年同期は９億55

百万円の損失）、四半期純損失２億円（前年同期は６億27百万円の損失）と改善されました。 

なお、当社グループの売上高計上は、公共事業物件の割合が高いため連結会計年度末に集中する季節性を有して

おります。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  （資産）  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、８億17百万円減少し204億57百万円となり

ました。 

これは、現金及び預金の増加５億４百万円、仕掛品の増加14億24百万円があったものの、受取手形及び売掛金の

減少12億84百万円、有価証券の減少13億83百万円、投資有価証券の減少３億12百万円などがあったことによるもの

です。 

  （負債） 

当第３四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末と比べ、４億８百万円減少し67億57百万円となりま

した。 

これは、前受金の増加７億82百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少３億31百万円、流動負債のその

他の減少５億39百万円などがあったことによるものです。 

  （純資産）  

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ、４億９百万円減少し137億円となりまし

た。 

これは、利益剰余金の減少３億77百万円などがあったことによるものです。  

この結果、自己資本比率は、67.0％（前連結会計年度末66.3％）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当連結会計年度の通期の連結業績予想に関しては、官需向けを順調に受注しているものの、海外向けおよび国内

民需向けで厳しい競争が続いており、当社グループの受注総額は前回予想（平成24年10月30日時点）から減少し

200億円となる見込みです。売上高については、一部の物件で売上時期の移動などがあり前回予想から若干減少し

196億円となる見込みです。利益面については、営業利益は５億20百万円と前回予想と同じとなる見込みですが、

経常利益は５億60百万円、当期純利益は３億円と前回予想に比べて若干改善する見込みです。   

   

（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 

該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる影響

は軽微です。    

   

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



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,786,567 2,290,686

受取手形及び売掛金 10,414,640 9,130,159

有価証券 1,487,986 104,681

仕掛品 939,816 2,364,012

原材料及び貯蔵品 129,858 133,132

繰延税金資産 377,290 537,400

その他 116,892 362,899

流動資産合計 15,253,053 14,922,972

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,843,880 1,871,891

その他（純額） 1,009,542 916,406

有形固定資産合計 2,853,422 2,788,298

無形固定資産 259,486 212,433

投資その他の資産   

投資有価証券 1,765,201 1,452,709

その他（純額） 1,196,059 1,133,845

貸倒引当金 △51,999 △52,749

投資その他の資産合計 2,909,260 2,533,805

固定資産合計 6,022,170 5,534,536

資産合計 21,275,224 20,457,509

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,866,750 3,535,346

未払法人税等 102,420 10,274

前受金 566,598 1,348,760

受注損失引当金 272,717 208,159

製品保証引当金 105,369 91,984

役員賞与引当金 29,937 32,380

その他 1,402,355 862,643

流動負債合計 6,346,148 6,089,547

固定負債   

退職給付引当金 666,014 526,745

役員退職慰労引当金 14,246 13,118

その他 139,092 128,015

固定負債合計 819,353 667,879

負債合計 7,165,502 6,757,426



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 810,000 810,000

資本剰余金 111,319 111,319

利益剰余金 13,522,541 13,145,201

自己株式 △557,236 △557,291

株主資本合計 13,886,623 13,509,229

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 225,255 226,324

繰延ヘッジ損益 △2,157 △35,471

その他の包括利益累計額合計 223,098 190,853

純資産合計 14,109,722 13,700,082

負債純資産合計 21,275,224 20,457,509



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 7,512,931 10,427,697

売上原価 6,407,203 8,654,089

売上総利益 1,105,727 1,773,608

販売費及び一般管理費 2,077,982 2,122,005

営業損失（△） △972,255 △348,397

営業外収益   

受取利息 18,008 13,652

受取配当金 37,479 37,515

受取賃貸料 52,380 53,432

その他 8,721 10,939

営業外収益合計 116,590 115,540

営業外費用   

投資有価証券評価損 67,902 －

賃貸費用 16,214 15,698

為替差損 1,617 18,117

その他 14,294 14,661

営業外費用合計 100,030 48,478

経常損失（△） △955,695 △281,335

税金等調整前四半期純損失（△） △955,695 △281,335

法人税、住民税及び事業税 7,965 4,536

法人税等調整額 △336,199 △85,588

法人税等合計 △328,233 △81,051

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △627,461 △200,283

四半期純損失（△） △627,461 △200,283



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △627,461 △200,283

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △147,083 1,069

繰延ヘッジ損益 △24,826 △33,314

その他の包括利益合計 △171,909 △32,245

四半期包括利益 △799,371 △232,528

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △799,371 △232,528

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

 当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売による事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。 

   

   

生産、受注及び販売の状況 

   

（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

（５）セグメント情報等

４．補足情報

期別 

製品区分 

前四半期連結累計期間
（自 平成23年 4月１日 
至 平成23年12月31日） 

    当四半期連結累計期間 

（自 平成24年 4月１日 
至 平成24年12月31日） 

(参考）前連結会計年度
（自 平成23年 4月１日 
至 平成24年 3月31日） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

連
結
受
注
高 

ポンプ  10,736,770  80.3  8,512,315  71.8  15,950,209  81.9

送風機  1,662,758  12.4  1,812,496  15.3  2,314,405  11.9

バルブ  281,721  2.1  383,945  3.2  321,913  1.7

その他製品  689,301  5.2  1,151,734  9.7  886,796  4.5

計  13,370,552  100.0  11,860,491  100.0  19,473,323  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  4,830,334  64.3  8,188,830  78.5  11,022,727  67.7

送風機  2,113,714  28.1  1,588,728  15.2  3,934,639  24.2

バルブ  74,023  1.0  101,369  1.0  293,294  1.8

その他製品  494,858  6.6  548,769  5.3  1,026,295  6.3

計  7,512,931  100.0  10,427,697  100.0  16,276,955  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  13,671,810  77.1  13,016,341  78.9  12,692,856  84.2

送風機  3,044,923  17.2  2,099,413  12.7  1,875,645  12.4

バルブ  228,198  1.3  331,695  2.0  49,119  0.3

その他製品  787,952  4.4  1,056,975  6.4  454,010  3.1

計  17,732,883  100.0  16,504,424  100.0  15,071,630  100.0
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