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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 23,644 9.8 1,689 23.5 2,316 59.8 1,447 55.6
24年3月期第3四半期 21,543 9.0 1,367 30.4 1,450 61.7 930 81.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,819百万円 （328.2％） 24年3月期第3四半期 424百万円 （111.4％）

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 57.80 ―
24年3月期第3四半期 37.15 ―

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 47,228 38,549 81.6
24年3月期 47,490 37,131 78.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  38,521百万円 24年3月期  37,106百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 8.00 ―
25年3月期（予想） 8.00 16.00

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  ：  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 32,800 1.9 2,500 1.3 2,600 △7.8 1,600 △7.7 63.88



(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別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P.2 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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
四半期連結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、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。また、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。 

※  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 27,829,486 株 24年3月期 27,829,486 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,780,669 株 24年3月期 2,778,695 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 25,049,366 株 24年3月期3Q 25,052,822 株
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（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におけるわが国経済は、海外経済の減速等を背景とした輸出の減少、またエコカー補

助金などの政府経済政策の終了に伴う個人消費の低迷など景気は後退局面を迎えました。 

海外経済においては、全体的に減速感が強まり中国を含むアジア地域や米国においても景気は回復傾向にはあり

ましたが、そのテンポは緩やかなものとなりました。また欧州の一部においては、金融不安の拡大により景気は足

踏み状態で推移しました。 

このような状況の中で当社グループは、国内部門では、建設機械市場において引き続き震災復興などにともなう

土木工事向け中型水中ポンプそして節電・省エネ効果が期待できる電極式自動運転形小型水中ポンプの売上が順調

に推移しました。設備市場においては、小・中型汎用水中ポンプの売上が堅調に推移しましたが、プラント及び公

共事業関連では低調な推移となりました。 

海外部門では、北米市場において急成長した鉱山市場はピークを過ぎ、横這い傾向で推移しました。アジア市場

においては、引き続き堅調であり、インフラ整備等の需要による物件の引合も増加しました。  

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百

万円（ ％）の増収、営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、

経常利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、四半期純利益は 百

万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益となりました。     

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。  

 これは、主に資産の部における受取手形及び売掛金の減少と、負債の部における支払手形及び買掛金の減少によ

るものであります。 

 純資産につきましては、当第３四半期末現在 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円増加しまし

た。 

 これは、主に利益剰余金の増加によるものであります。 

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

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては平成24年５月18日に発表した数値から変更はありません。 

   

   

  （１）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３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

23,644 2,101

9.8 1,689 321 23.5

2,316 866 59.8 1,447

517 55.6

47,228 262

38,549 1,417

81.6 78.1

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 3,787 4,040

受取手形及び売掛金 13,456 11,652

有価証券 99 498

たな卸資産 5,859 6,590

その他 1,103 998

貸倒引当金 △41 △37

流動資産合計 24,265 23,743

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,170 7,215

その他（純額） 4,276 4,477

有形固定資産合計 11,446 11,693

無形固定資産 780 611

投資その他の資産   

投資有価証券 8,643 8,838

その他 2,368 2,357

貸倒引当金 △13 △15

投資その他の資産合計 10,997 11,179

固定資産合計 23,224 23,484

資産合計 47,490 47,228
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,799 3,865

未払法人税等 750 177

賞与引当金 686 290

その他 1,839 1,754

流動負債合計 8,076 6,089

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 500 500

引当金 423 396

その他 359 693

固定負債合計 2,283 2,590

負債合計 10,359 8,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,188 5,188

資本剰余金 7,896 7,896

利益剰余金 27,117 28,164

自己株式 △2,389 △2,391

株主資本合計 37,813 38,858

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40 180

繰延ヘッジ損益 4 2

為替換算調整勘定 △750 △521

その他の包括利益累計額合計 △706 △337

少数株主持分 24 27

純資産合計 37,131 38,549

負債純資産合計 47,490 47,228
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 21,543 23,644

売上原価 15,086 16,618

売上総利益 6,457 7,026

販売費及び一般管理費 5,089 5,336

営業利益 1,367 1,689

営業外収益   

受取利息 114 126

受取配当金 55 63

為替差益 － 174

その他 171 338

営業外収益合計 341 702

営業外費用   

支払利息 19 20

為替差損 190 －

その他 49 54

営業外費用合計 259 74

経常利益 1,450 2,316

特別利益   

投資有価証券償還益 83 －

税金等調整前四半期純利益 1,534 2,316

法人税、住民税及び事業税 502 767

法人税等調整額 99 99

法人税等合計 601 867

少数株主損益調整前四半期純利益 932 1,449

少数株主利益 1 1

四半期純利益 930 1,447
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（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：百万円）

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利益 932 1,449

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △221 140

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △276 231

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 △0

その他の包括利益合計 △507 370

四半期包括利益 424 1,819

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 425 1,816

少数株主に係る四半期包括利益 △0 3
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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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