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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 3,805 △3.3 285 13.5 292 14.4 138 △23.4
23年3月期第3四半期 3,933 16.0 251 85.4 255 81.3 180 ―

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

24年3月期第3四半期 8.19 ―
23年3月期第3四半期 10.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,100 5,254 64.9
23年3月期 7,802 5,262 67.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,254百万円 23年3月期  5,262百万円

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

23年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 6.00 6.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 5,100 △16.5 400 △19.4 400 △20.4 200 △37.9 11.89



(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３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①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） 24年3月期3Q 17,180,000 株 23年3月期 17,180,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 514,408 株 23年3月期 254,880 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 16,871,267 株 23年3月期3Q 16,926,604 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、大きく落ち込んだ東日本大震災後、サプライチェーンの

回復や、震災からの復興などの動きから急速に立ち直りましたが、夏場以降海外景気の回復力の鈍化、

タイ洪水の影響や円高の進行で輸出の勢いが弱くなり停滞感が広がりつつあります。 

 また、世界経済では、米国や一部新興国で底堅く推移していることから、景気が大きく落ち込むこと

はないものの、欧州各国の国債格下げ等による財政金融危機への懸念や中国経済の下振れもあり先行き

は予断を許さない状況となっています。 

このような状況の中、売上高はペットボトルブロー成形用圧縮機及び六フッ化硫黄ガス回収用圧縮機

等の売上が減少したことにより前年同期比3.3％減の3,805百万円となりました。売上総利益は、国内外

の競合企業との競争が激化しているものの部品等の売上が増加したこともあり、前年同期比12.2％増の

1,002百万円となりました。また、販売費及び一般管理費が研究開発費等の増加により前年同期比

11.7％増の716百万円となったものの、上記売上総利益の増加を受け営業利益は前年同期比13.5％増の

285百万円となり、経常利益は前年同期比14.4％増の292百万円となりました。四半期純利益は、前年同

期において特別利益51百万円（貸倒引当金戻入額26百万円、投資有価証券売却益24百万円）があったこ

と、及び改正法人税法等の公布を受けた税金費用の見直しによる法人税等の増加により、前年同期比

23.4％減の138百万円となりました。 

  

当第３四半期会計期間の総資産は、8,100百万円で前事業年度に比べ297百万円増加しました。この主

な要因は、現金及び預金の減少380百万円及び売掛金の減少559百万円があったものの、仕掛品の増加

605百万円、預け金の増加317百万円及びその他の流動資産の増加115百万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、2,846百万円で前事業年度に比べ305百万円増加しました。この主な

要因は、その他の流動負債の増加265百万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、5,254百万円で前事業年度に比べ７百万円減少しました。この主

な要因は、四半期純利益が138百万円となったものの、配当金101百万円及び自己株式の取得41百万円が

あったことによります。 

以上の結果、自己資本比率は64.9％となりました。 

  

平成24年３月期の業績予想について、平成23年４月28日に公表しました通期業績予想を修正しており

ます。詳細につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」を御参照くださ

い。 

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。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 654,086 273,188

受取手形 382,928 484,016

売掛金 1,710,794 1,151,323

製品 26,769 47,026

仕掛品 1,206,225 1,812,099

原材料及び貯蔵品 297,406 279,950

預け金 2,100,000 2,417,891

その他 257,705 372,937

貸倒引当金 △36,500 △28,500

流動資産合計 6,599,416 6,809,933

固定資産   

有形固定資産 873,587 949,923

無形固定資産 15,933 31,497

投資その他の資産   

その他 423,620 418,825

貸倒引当金 △109,722 △109,722

投資その他の資産合計 313,898 309,103

固定資産合計 1,203,418 1,290,523

資産合計 7,802,835 8,100,457

負債の部   

流動負債   

支払手形 883,200 873,321

買掛金 230,068 228,823

短期借入金 177,500 200,000

未払法人税等 72,980 71,800

賞与引当金 152,730 77,908

受注損失引当金 69,700 134,500

その他 382,214 647,945

流動負債合計 1,968,394 2,234,299

固定負債   

退職給付引当金 499,387 538,888

役員退職慰労引当金 40,554 55,533

その他 32,415 17,307

固定負債合計 572,356 611,728

負債合計 2,540,751 2,846,027
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23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 2,660,459 2,697,016

自己株式 △42,745 △84,619

株主資本合計 5,260,722 5,255,406

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,352 △976

繰延ヘッジ損益 8 －

評価・換算差額等合計 1,361 △976

純資産合計 5,262,083 5,254,429

負債純資産合計 7,802,835 8,100,457
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 3,933,959 3,805,968

売上原価 3,040,332 2,803,476

売上総利益 893,627 1,002,491

販売費及び一般管理費 641,903 716,814

営業利益 251,723 285,676

営業外収益   

受取利息 7,187 8,340

その他 4,775 3,785

営業外収益合計 11,963 12,125

営業外費用   

支払利息 4,641 2,656

固定資産除却損 2,554 1,821

その他 612 616

営業外費用合計 7,807 5,094

経常利益 255,879 292,708

特別利益   

貸倒引当金戻入額 26,858 －

投資有価証券売却益 24,852 －

特別利益合計 51,710 －

税引前四半期純利益 307,589 292,708

法人税等 127,400 154,600

四半期純利益 180,189 138,108
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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 4,818,407 10.9

繊維機械事業 79,159 9.9

合計 4,897,567 10.8

(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 5,480,982 15.9 3,512,206 35.4

繊維機械事業 107,015 104.2 43,427 219.8

合計 5,587,998 16.9 3,555,633 36.4

(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 3,727,902 △3.4

繊維機械事業 78,065 4.0

合計 3,805,968 △3.3

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 890,264 78.6 996,261 78.1

東南アジア 119,651 10.6 199,446 15.6

中近東他 122,446 10.8 80,260 6.3

計
1,132,362
(28.8％)

100.0
1,275,968
(33.5％)

100.0
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