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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 1,471 △27.5 △323 ― △158 ― △155 ―
25年3月期第3四半期 2,030 △19.4 △263 ― △176 ― 113 ―

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

26年3月期第3四半期 △12.42 ―
25年3月期第3四半期 9.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 9,314 6,989 75.0 557.19
25年3月期 9,189 7,156 77.9 570.44
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,989百万円 25年3月期 7,156百万円

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

25年3月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
26年3月期 ― 1.00 ―
26年3月期（予想） 1.00 2.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 2,900 △16.4 △180 ― △60 ― △60 ― △4.78



(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 

(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 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③会計上の見積りの変更 ： 無
④修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 13,200,000 株 25年3月期 13,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 655,823 株 25年3月期 654,557 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 12,544,761 株 25年3月期3Q 12,545,455 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
半期財務諸表に対するレビュー手続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 
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。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）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間における経済情勢は、各企業の不断の努力に加え政府が提唱する積極的な経済・金融政策

が効を奏したことが良い影響を与え、日経平均株価が上昇したり、為替相場が円安傾向に大きく振れたり、あるい

は当社機械に関連の深い新設住宅着工戸数が大幅に増加したり、着実に景気回復の兆しが各種指標にも現れて来て

おります。加えて2020年の東京五輪招致成功など、数年先までの先行きについても国際的信頼回復を含め様々な明

るい話題もありますが、一方で企業規模や業態別による業績格差はまだまだ大きく、来春に予定されている消費税

率引き上げによる景気下振れが懸念されています。 

 このような環境のもと、当社の当第３四半期累計期間における売上高は、昨年度末に大型プラントの出荷をした

反動も悪影響して、前年同四半期比27.5％減の1,471,042千円となりました。大幅な売上高減少により損益面でも

低調に推移し、営業損失323,454千円（前年同四半期は営業損失263,725千円）、経常損失158,499千円（前年同四

半期は経常損失176,183千円）、四半期純損失155,860千円(前年同四半期は四半期純利益113,354千円)となりまし

た。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期末における総資産は、前期末に比べ124,371千円増加し、9,314,153千円となりました。これは主

に、受取手形及び売掛金が437,658千円減少したものの、製品が156,003千円、仕掛品が252,204千円並びに投資有

価証券が89,663千円それぞれ増加したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、前期末に比べ291,314千円増加し、2,324,693千円となりました。これは主に、未払法人税

等が38,728千円、その他に含まれる未払金等が60,580千円並びに退職給付引当金が78,229千円それぞれ減少したも

のの、支払手形及び買掛金が47,514千円、その他に含まれる前受金が451,954千円増加したことなどによるもので

あります。 

 また、純資産につきましては、166,943千円減少し、6,989,460千円となり、その結果自己資本比率は75.0%とな

りました。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の業績見通しにつきましては、受注生産体制にある当社業績の先行指標となる第3四半期末での受注高は、

昨年同期比127％と回復基調となっており、今後の業績回復に向けて明るい指標も見られておりますが、その内訳

は大型プラントが中心となっており、相当部分は次期の売上となる見込みであります。そのため、今期末につきま

しては、遺憾ながらも年度当初に発表させて頂きました通期予想を下回る見込みとなりました。 

 なお、次期につきましては、消費税引き上げによる悪影響が懸念されますが、円安効果による国際競争力の回復

傾向が幅広く波及することと、東日本大震災からの復興及び環境に優しい代替エネルギーの活用もより本格化する

ことが期待されております。予断を許さない状況が続きながらも、業績を改善するべく技術開発並びに生産効率の

改善に努めて行く所存であります。 

  

（１）四半期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。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

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
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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25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,478,807 4,514,456

受取手形及び売掛金 1,034,972 597,313

製品 181,582 337,585

仕掛品 107,274 359,478

原材料及び貯蔵品 161,202 156,300

その他 48,364 57,690

貸倒引当金 △448 △269

流動資産合計 6,011,755 6,022,555

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,144,446 1,144,446

その他（純額） 1,056,523 1,074,991

有形固定資産合計 2,200,969 2,219,437

無形固定資産 16,781 21,562

投資その他の資産   

投資有価証券 918,132 1,007,796

その他 46,751 46,174

貸倒引当金 △4,608 △3,373

投資その他の資産合計 960,276 1,050,597

固定資産合計 3,178,027 3,291,597

資産合計 9,189,782 9,314,153
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 291,504 339,018

未払法人税等 39,265 536

賞与引当金 62,060 19,840

役員賞与引当金 12,000 －

その他 258,642 663,982

流動負債合計 663,472 1,023,378

固定負債   

繰延税金負債 266,588 278,073

退職給付引当金 804,621 726,391

役員退職慰労引当金 257,135 255,220

資産除去債務 41,561 41,630

固定負債合計 1,369,906 1,301,315

負債合計 2,033,379 2,324,693

純資産の部   

株主資本   

資本金 660,000 660,000

資本剰余金 411,311 411,311

利益剰余金 6,065,976 5,872,479

自己株式 △207,340 △207,601

株主資本合計 6,929,946 6,736,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 226,456 253,271

評価・換算差額等合計 226,456 253,271

純資産合計 7,156,403 6,989,460

負債純資産合計 9,189,782 9,314,153
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 2,030,332 1,471,042

売上原価 1,534,447 1,108,939

売上総利益 495,885 362,103

販売費及び一般管理費 759,611 685,557

営業損失（△） △263,725 △323,454

営業外収益   

受取利息 5,064 4,829

受取配当金 13,388 16,157

助成金収入 20,428 28,702

投資有価証券評価差益 14,620 25,040

為替差益 26,884 55,789

その他 7,935 36,134

営業外収益合計 88,321 166,653

営業外費用   

支払利息 504 72

その他 274 1,626

営業外費用合計 779 1,699

経常損失（△） △176,183 △158,499

特別利益   

補助金収入 118,382 －

固定資産売却益 315,363 1,476

投資有価証券売却益 － 1,207

特別利益合計 433,746 2,683

特別損失   

固定資産除却損 3 562

投資有価証券評価損 15,695 －

特別損失合計 15,698 562

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 241,864 △156,378

法人税、住民税及び事業税 1,471 1,455

法人税等調整額 127,038 △1,972

法人税等合計 128,509 △517

四半期純利益又は四半期純損失（△） 113,354 △155,860
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

   

 当社は、機械の製造並びに販売事業において単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しておりま

す。 

   

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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