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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） 

 

(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 ％

25年3月期第3四半期 4,620 11.6 177 ― 144 ― 108 ―
24年3月期第3四半期 4,140 2.9 12 ― △28 ― △50 ―

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 9.09 ―
24年3月期第3四半期 △4.21 ―

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

25年3月期第3四半期 5,659 1,244 22.0 103.86
24年3月期 4,941 1,138 23.0 95.01
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,244百万円 24年3月期  1,138百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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）  
（％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 6,200 4.5 200 68.0 150 △11.0 110 △20.1 9.18



(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 

（注）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 （２）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。 

(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   ：  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 12,028,480 株 24年3月期 12,028,480 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 46,852 株 24年3月期 45,484 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 11,982,655 株 24年3月期3Q 11,983,963 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、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、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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  欧州諸国の財政不安の長期化等により世界経済が低迷しており、一方、国内経済においては、円相場や株価の回

復、東日本大震災の震災復興事業が進展しているものの、世界経済の影響もあり景気回復は弱含みとなっておりま

す。 

 このような経営環境の中で、当社は中期経営計画に沿って、『お客様が求める環境作りのために私たち(社員)は

お客様の声を起点に農と住の明日を創造する会社を目指します。』を事業骨子とし、引き続き販売力の強化や新製

品の開発に取り組んでおります。 

 当第３四半期累計期間において、当社が主力としております熱機器事業の農用機器は九州地区の豪雨の影響によ

る復旧事業及び積極的な拡販活動により、主力機器の出荷が好調に推移した結果、前年同期を上回る売上となりま

した。 

 また、衛生機器事業においては厳しい価格競争の中、積極的な拡販活動によりほぼ前年並みの売上高を計上する

ことが出来ました。 

 以上の結果により、売上高は46億２千万円(前年同期比11.6%増)となりました。 

 損益面においては、売上高の増加と生産性の向上による生産リードタイムの短縮等により、営業利益は１億７千

７百万円(前年同期比1280.6%増)と前年同期に比べ１億６千４百万円の増加となり、経常利益は１億４千４百万円

(前年同期２千８百万円の経常損失)と前年同期に比べ１億７千３百万円の改善となりました。 

 四半期純利益は１億８百万円(前年同期５千万円の四半期純損失)と前年同期に比べ１億５千９百万円の改善とな

りました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 資産の部は、売上高の増加に伴い売上債権が増加したことなどから、総資産は前期末に比べ７億１千７百万円増

加し、56億５千９百万円となりました。  

 負債の部は、長期借入による資金調達の増加や生産高増加に伴う仕入債務が増加したことにより、前期末に比べ

６億１千２百万円増加し、44億１千４百万円となりました。 

なお、有利子負債は、前期末に比べて３億５千４百万円増加し、23億１千４百万円となりましたが、期末に向け

て減少する傾向であります。 

 純資産の部は、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどから、前期末に比べ１億５百万円増加

し、12億４千４百万円となりました。 

    この結果、自己資本比率は、22.0％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月９日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。 

  詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

（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 

（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日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれ

ぞれ２百万円増加しております。 

   

   

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



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 783,148 835,635

受取手形及び売掛金 1,339,163 2,081,611

商品及び製品 499,601 435,685

仕掛品 122,070 174,641

原材料及び貯蔵品 611,951 590,716

その他 227,172 159,325

貸倒引当金 △16,296 △21,233

流動資産合計 3,566,811 4,256,382

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 555,954 539,088

その他（純額） 481,265 521,581

有形固定資産合計 1,037,220 1,060,669

無形固定資産 62,711 71,627

投資その他の資産   

その他 319,195 314,280

貸倒引当金 △44,642 △43,765

投資その他の資産合計 274,552 270,515

固定資産合計 1,374,484 1,402,812

資産合計 4,941,296 5,659,195

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 902,385 1,048,455

短期借入金 1,358,864 1,353,190

未払法人税等 25,377 34,112

その他 210,682 258,812

流動負債合計 2,497,308 2,694,569

固定負債   

長期借入金 601,520 961,240

退職給付引当金 606,142 656,382

役員退職慰労引当金 66,208 67,583

資産除去債務 18,661 18,687

その他 12,937 16,361

固定負債合計 1,305,469 1,720,254

負債合計 3,802,778 4,414,824



（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 601,424 601,424

資本剰余金 480,463 480,463

利益剰余金 73,662 182,625

自己株式 △7,073 △7,378

株主資本合計 1,148,476 1,257,134

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,958 △12,763

評価・換算差額等合計 △9,958 △12,763

純資産合計 1,138,517 1,244,370

負債純資産合計 4,941,296 5,659,195



（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 4,140,596 4,620,784

売上原価 2,678,599 2,919,198

売上総利益 1,461,996 1,701,586

販売費及び一般管理費 1,449,141 1,524,108

営業利益 12,855 177,478

営業外収益   

受取利息 449 391

受取配当金 1,642 1,792

受取地代家賃 6,300 6,300

貸倒引当金戻入額 256 －

その他 9,093 9,456

営業外収益合計 17,741 17,939

営業外費用   

支払利息 49,833 46,770

その他 9,078 3,690

営業外費用合計 58,911 50,461

経常利益又は経常損失（△） △28,315 144,956

特別利益   

固定資産売却益 － 2,585

特別利益合計 － 2,585

特別損失   

固定資産売却損 143 －

固定資産除却損 1,647 1,113

減損損失 439 －

会員権評価損 － 3,400

特別損失合計 2,229 4,513

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △30,545 143,029

法人税、住民税及び事業税 15,364 31,106

法人税等調整額 4,513 2,959

法人税等合計 19,877 34,066

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,422 108,962



  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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