
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 
  

  

 

     

  
  

 

     

 
  

  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 2,430 △16.5 △98 ― △85 ― △114 ―
24年３月期第３四半期 2,909 △17.0 △33 ― △31 ― △45 ―

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 △10.25 ―
24年３月期第３四半期 △4.09 ―

（２）財政状態

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 6,180 1,400 22.7
24年３月期 6,641 1,496 22.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 1,400百万円 24年３月期 1,496百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年３月期 0.00 0.00 0.00

25年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有

配当予想の修正については、本日（平成25年２月13日）公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
い。

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）

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 3,620 △15.8 △110 ― △110 ― △140 ― △12.52

(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 ： 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

（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) 25年３月期３Ｑ 11,200,000株 24年３月期 11,200,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 21,760株 24年３月期 21,590株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 11,178,353株 24年３月期３Ｑ 11,179,289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おります。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想につきましては発表日現在の将来に対する見通し・計画に基づく予測が含まれており、予想につきまして
は様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合があります。なお、上記
業績予想に関する事項は添付資料２ページをご参照下さい。
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、一部には東日本大震災の復興需要や政策効果等

を背景にした持ち直しはあるものの、欧州を中心とした先進国の景気低迷の継続、中国をはじめと

した新興国の成長期待低下、歴史的な円高の長期化などの影響により、不透明な状況の下で推移し

ました。 

 当社の属する機械器具製造業においては、先行きへの不透明感から全般的に国内設備投資の抑制

が見られ、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような経営環境のもと、当社の業績は、売上高2,430百万円(前年同期比16.5％減)となりま

した。 

 損益面におきましては、営業損失98百万円(前年同期は営業損失33百万円)、経常損失85百万円

(前年同期は経常損失31百万円)、四半期純損失114百万円(前年同期は純損失45百万円)となりまし

た。 

 セグメント別に示しますと、製造事業では化学工業向け及び医療マーケット用は引き続き伸長し

たものの、液晶製造装置用の落込みが大きく、真空ポンプの売上高は858百万円(前年同期比26.2％

減)、震災復興需要が一巡した送風機・圧縮機の売上高は431百万円(同24.9％減)、部品および修理

の売上高は691百万円(同7.8％減)、脱気装置等のその他製品を合わせた合計は2,045百万円(同

18.7％減)でセグメント損失374百万円(前年同期はセグメント損失311百万円)の結果となりまし

た。 

 また、輸出関係におきましては、中国向けの化学工業用真空ポンプは伸長したものの、インド向

け中心に前年同期の大型案件の反落により、輸出売上高は405百万円(前年同期比26.7％減)となり

ました。 

 不動産事業におきましては、稼働率の改善はあったものの賃料の引き下げ圧力は強く、売上高は

385百万円(前年同期比1.8％減)、セグメント利益276百万円(同0.8％減)の計上となりました。 

  

当第３四半期累計期間の財政状態は、前事業年度と比べ、総資産は460百万円減少し6,180百万

円、負債は363百万円減少し4,780百万円、純資産は96百万円減少し1,400百万円となりました。総

資産の減少は、受取手形及び売掛金が408百万円、現金及び預金が94百万円減少したこと等が主な

要因です。 

負債の減少は、支払手形及び買掛金が261百万円減少したのが主な要因です。 

 純資産の減少は、四半期純損失114百万円及び配当金支払22百万円により利益剰余金が136百万円

減少したことによるものです。この結果、自己資本比率は22.7%(前事業年度末は22.5%)となりまし

た。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年10月31日に公表いたしました通期の業績予

想に変更はありません。 

  

  

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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（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日以降に取得した有

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損失、経常損失、及び税引前四半期純損失に与える影響

額は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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 1,306,826 1,212,529

受取手形及び売掛金 1,493,271 1,084,822

たな卸資産 747,930 851,903

その他 47,256 22,208

流動資産合計 3,595,285 3,171,464

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,683,962 1,619,345

土地 631,643 631,643

その他（純額） 109,963 96,855

有形固定資産合計 2,425,569 2,347,844

無形固定資産 1,070 7,119

投資その他の資産

その他 628,523 663,569

貸倒引当金 △9,253 △9,204

投資その他の資産合計 619,270 654,365

固定資産合計 3,045,910 3,009,329

資産合計 6,641,195 6,180,794

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 906,474 644,949

短期借入金 1,082,085 1,081,623

未払法人税等 7,127 6,846

賞与引当金 67,977 19,837

その他 219,863 197,365

流動負債合計 2,283,528 1,950,621

固定負債

長期借入金 2,003,350 1,944,354

退職給付引当金 422,377 449,933

役員退職慰労引当金 127,345 108,325

その他 307,765 327,467

固定負債合計 2,860,837 2,830,080

負債合計 5,144,366 4,780,702
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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 785,000 785,000

資本剰余金 303,930 303,930

利益剰余金 326,648 189,769

自己株式 △6,896 △6,912

株主資本合計 1,408,683 1,271,788

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 88,146 128,303

評価・換算差額等合計 88,146 128,303

純資産合計 1,496,829 1,400,091

負債純資産合計 6,641,195 6,180,794
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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 2,909,495 2,430,822

売上原価 2,477,295 2,096,631

売上総利益 432,199 334,191

販売費及び一般管理費 465,629 432,214

営業損失（△） △33,430 △98,023

営業外収益

受取利息 1,245 963

受取配当金 5,338 5,250

助成金収入 12,060 6,221

償却債権取立益 － 13,062

その他 23,574 24,563

営業外収益合計 42,218 50,061

営業外費用

支払利息 38,851 34,430

その他 1,501 3,090

営業外費用合計 40,352 37,520

経常損失（△） △31,564 △85,482

特別損失

固定資産除却損 2,488 11

特別損失合計 2,488 11

税引前四半期純損失（△） △34,053 △85,494

法人税等 11,630 29,027

四半期純損失（△） △45,683 △114,522
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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) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額（営業損失）との差額及び

当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額（営業損失）との差額及び

当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

(単位：千円)

製造事業 不動産事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 2,517,405 392,089 2,909,495

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 2,517,405 392,089 2,909,495

セグメント利益又は損失（△） △311,772 278,342 △33,430

(単位：千円)

製造事業 不動産事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高
2,045,811 385,011 2,430,822

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 2,045,811 385,011 2,430,822

セグメント利益又は損失（△） △374,228 276,204 △98,023
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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) 

該当事項はありません。 

  

 
  

  

 (製造事業受注高及び受注残高) 

 
  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

(セグメント別売上高)

 
 

(単位：千円)

 前第３四半期 当第３四半期

平成23年4月1日から 平成24年4月1日から 対四半期増減率
平成23年12月31日まで 平成24年12月31日まで

製  造  事  業
金  額 比率％ 金  額 比率％ 金  額 比率％

製品別

真空ポンプ 1,162,907 40.0 858,193 35.3 △304,713 △26.2

送風機・圧縮機 575,304 19.8 431,771 17.8 △143,533 △24.9

部品及び修理 750,689 25.8 691,809 28.5 △58,880 △7.8

その他 28,503 0.9 64,037 2.6 35,533 124.7

製造事業計 2,517,405 86.5 2,045,811 84.2 △471,593 △18.7

内(輸出品) (553,475) (19.0) (405,759) (16.7) (△147,716) (△26.7)

不 動 産 事 業 392,089 13.5 385,011 15.8 △7,078 △1.8

合     計 2,909,495 100.0 2,430,822 100.0 △478,672 △16.5

(単位：千円)

受 注 高 受 注 残 高

前第３四半期 当第３四半期 対四半期増減 前第３四半期 当第３四半期 対四半期増減

製 造 事 業 

製品別

真空ポンプ 1,274,050 1,027,253 △246,797 500,660 535,932 35,271

送風機・圧縮機 499,282 436,159 △63,123 572,264 328,411 △243,853

部品及び修理 756,673 718,794 △37,879 125,455 127,493 2,038

その他 139,063 61,142 △77,921 121,010 2,557 △118,452

合計  2,669,070 2,243,348 △425,722 1,319,390 994,394 △324,995
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