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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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1四半期 1,346 9.8 △12 ― △11 ― △6 ―
23年3月期第1四半期 1,227 3.9 49 △57.9 61 △49.3 34 △50.1

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1四半期 △0.38 ―
23年3月期第1四半期 2.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,531 5,153 68.4
23年3月期 7,802 5,262 67.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,153百万円 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 2,600 5.2 200 124.7 200 114.3 130 53.6 7.68
通期 7,000 14.6 500 0.8 500 △0.5 300 △6.8 17.72



(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1Q 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1Q 255,145 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1Q 16,924,932 株 23年3月期1Q 16,927,091 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１四半期累計期間における日本経済は、本年３月11日の東日本大震災の発生に伴い、部品工場の

操業停止、物流の停滞による生産・輸出の減少や、個人消費における不要不急の支出を控える動きが広

がったことなどから急速に落ち込んだものの、その後のサプライチェーンの復旧や消費の自粛ムード緩

和により持ち直しの動きとなっています。 

 一方、世界経済では、米国において中東情勢の不透明感の強まりによる原油価格高騰や欧州債務問題

への懸念、日本の震災影響による自動車生産や販売の減少で減速局面にあり、また中国での電力不足等

での工業生産の減少や総合的な金融引き締めもあり、その成長は鈍化の傾向にあります。 

このような状況の中、売上高は化学プラント用特殊ガス圧縮機の売上が伸びたことにより前年同期比

9.8％増の1,346百万円となりました。売上総利益は、売上高の増加があったものの、競争激化による高

採算案件の減少や円高による輸出案件の採算悪化などから、前年同期比2.9％減の267百万円となりまし

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53百万円増加しており、その

結果12百万円の営業損失（前年同期は営業利益49百万円）となり、経常損失11百万円（前年同期は経常

利益61百万円）、四半期純損失６百万円（前年同期は四半期純利益34百万円）となりました。 

  

当第１四半期会計期間の総資産は、7,531百万円で前事業年度に比べ271百万円減少しました。この主

な要因は、預け金の増加100百万円及び有形固定資産の増加94百万円があったものの、売掛金の減少409

百万円があったことによります。 

当第１四半期会計期間の負債は、2,377百万円で前事業年度に比べ162百万円減少しました。この主な

要因は、支払手形の減少136百万円及び買掛金の減少59百万円があったことによります。 

当第１四半期会計期間の純資産は、5,153百万円で前事業年度に比べ108百万円減少しました。この主

な要因は、配当金の支払い101百万円があったことによります。 

以上の結果、自己資本比率は68.4％となりました。 

  

平成24年3月期の業績見通しにつきましては、平成23年４月28日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

 業績予想を見直す必要が生じた場合は適時に開示いたします。 

  

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１四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１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 654,086 611,470

受取手形 382,928 380,492

売掛金 1,710,794 1,301,026

製品 26,769 35,477

仕掛品 1,206,225 1,173,391

原材料及び貯蔵品 297,406 299,632

預け金 2,100,000 2,200,000

その他 257,705 260,969

貸倒引当金 △36,500 △29,500

流動資産合計 6,599,416 6,232,960

固定資産   

有形固定資産 873,587 968,031

無形固定資産 15,933 16,940

投資その他の資産   

その他 423,620 423,151

貸倒引当金 △109,722 △109,722

投資その他の資産合計 313,898 313,429

固定資産合計 1,203,418 1,298,401

資産合計 7,802,835 7,531,362

負債の部   

流動負債   

支払手形 879,542 743,382

買掛金 230,068 170,091

短期借入金 177,500 175,000

未払法人税等 72,980 3,266

賞与引当金 152,730 79,513

受注損失引当金 69,700 50,500

設備関係支払手形 3,658 119,982

その他 382,214 462,535

流動負債合計 1,968,394 1,804,271

固定負債   

退職給付引当金 499,387 498,933

役員退職慰労引当金 40,554 47,277

その他 32,415 27,413

固定負債合計 572,356 573,624

負債合計 2,540,751 2,377,896
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30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 2,552,474

自己株式 △42,745 △42,790

株主資本合計 5,260,722 5,152,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,352 772

繰延ヘッジ損益 8 －

評価・換算差額等合計 1,361 772

純資産合計 5,262,083 5,153,466

負債純資産合計 7,802,835 7,531,362
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,227,036 1,346,846

売上原価 951,176 1,078,965

売上総利益 275,860 267,880

販売費及び一般管理費 226,721 280,004

営業利益又は営業損失（△） 49,138 △12,123

営業外収益   

受取利息 2,169 2,655

貸倒引当金戻入額 9,900 －

その他 1,968 945

営業外収益合計 14,037 3,600

営業外費用   

支払利息 1,259 932

固定資産除却損 565 1,617

その他 23 259

営業外費用合計 1,847 2,809

経常利益又は経常損失（△） 61,328 △11,333

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 61,328 △11,333

法人税等 27,200 △4,900

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,128 △6,433
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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１四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１四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) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四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 1,250,870 13.9

繊維機械事業 20,151 △34.0

合計 1,271,021 12.6

(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 2,951,508 202.3 3,384,235 126.4

繊維機械事業 15,093 △9.7 9,123 △71.0

合計 2,966,601 198.7 3,393,359 122.3

(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 1,326,399 10.0

繊維機械事業 20,446 △4.6

合計 1,346,846 9.8

輸出先

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東アジア 105,045 54.9 607,142 86.4

東南アジア 11,592 6.1 54,418 7.7

中近東他 74,862 39.0 41,552 5.9

計
191,500
(15.6％)

100.0
703,113
(52.2％)

100.0
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