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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動の影響もありましたが、企業

の収益改善や株価が堅調に推移しており、景気は緩やかな回復基調であります。

　このような経営環境の中で、当社は『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まいりま

した。

　当第２四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、九州地区で省エネ志向が高

まり、前事業年度に上市した低コスト型ヒートポンプ『誰でもヒーポン』が当初予想を上回る売上増となりました。

さらに、その他施設園芸機器も堅調に推移し、汎用機器においても、厳しい価格競争の中、積極的な拡販活動に注

力し、前年同期を上回りました。 しかし、震災復興事業が前事業年度に比べ規模が縮小した部分もあり、売上高は前

年同期に比べ減少しました。

以上の結果、売上高は31億５千４百万円(前年同期比8.6%減)となりました。

　また、衛生機器事業においては、便槽の拡販活動に注力しましたが、簡易水洗便器市場の縮小等により、売上高は

３億２千４百万円(前年同期比2.7%減)となりました。

　その他事業においては、農産物の収穫量の減少等により、売上高は１千８百万円(前年同期比48.3%減)となりまし

た。

以上の結果により、売上高は34億９千７百万円(前年同期比8.4%減)と前年同期を下回りましたが、期初計画を上回

る結果となりました。

損益面においては、売上高の減少に伴い、営業損失は４百万円(前年同期２億２千９百万円の営業利益)、経常損失

は１千６百万円(前年同期２億７百万円の経常利益)、四半期純損失は２千２百万円(前年同期９千万円の四半期純利

益)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資 産）

流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が１億３千３百万円、棚卸資産が３億２千２百万円、売上債権が

２億２千７百万円増加したこと等により、６億５千３百万円の増加となりました。

固定資産は、前事業年度末に比べ、投資その他の資産が２千４百万円増加しましたが、有形固定資産が減価償却費

等により３千６百万円減少したこと等により、１千２百万円の減少となりました。

　以上の結果、前事業年度末に比べ、総資産は６億４千１百万円増加し、69億８千６百万円となりました。

（負 債）

流動負債は、前事業年度末に比べ、未払法人税等が１億１千７百万円減少しましたが、短期借入金が８千５百万円、

仕入債務が４億５千万円増加したこと等により、３億５千１百万円の増加となりました。

固定負債は、前事業年度末に比べ、社債が２億９千万円、長期借入金が６千１百万円増加したこと等により、３億

２千１百万円の増加となりました。

（純資産）

純資産の部は、前事業年度末に比べ、四半期純損失を２千２百万円計上し、剰余金の配当を２千３百万円行ったこ

と等により、３千１百万円の減少となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成26年10月28日に公表いたしました数値から変更しておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四

半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定

額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に近似した年数に相当する国

債の利回りを使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割

引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期

会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

この結果、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金が１千４百万円減少し、利益剰余金が８百万円、繰延税

金資産が４百万円、前払年金費用が０百万円それぞれ増加しております。

また、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び四半期純損失はそれぞれ５百万円減少しております。
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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26年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 787,099 920,630

受取手形及び売掛金 2,126,475 2,354,115

商品及び製品 549,048 719,206

仕掛品 190,053 188,879

原材料及び貯蔵品 599,337 753,140

その他 178,478 148,068

貸倒引当金 △15,532 △15,386

流動資産合計 4,414,959 5,068,655

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 528,996 528,431

その他（純額） 752,557 716,651

有形固定資産合計 1,281,554 1,245,082

無形固定資産 119,788 119,224

投資その他の資産

その他 534,168 557,809

貸倒引当金 △5,337 △3,989

投資その他の資産合計 528,830 553,819

固定資産合計 1,930,173 1,918,126

資産合計 6,345,133 6,986,782

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,102,964 1,553,784

短期借入金 807,353 893,148

1年内償還予定の社債 60,000 140,000

未払法人税等 132,243 15,165

その他 476,748 328,677

流動負債合計 2,579,309 2,930,775

固定負債

社債 220,000 510,000

長期借入金 733,945 795,468

退職給付引当金 753,036 742,521

役員退職慰労引当金 75,708 69,812

資産除去債務 14,080 14,080

その他 170,159 157,043

固定負債合計 1,966,930 2,288,925

負債合計 4,546,239 5,219,701

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 718,631 681,532

自己株式 △7,551 △7,598

株主資本合計 1,792,967 1,755,821

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,926 11,259

評価・換算差額等合計 5,926 11,259

純資産合計 1,798,893 1,767,081

負債純資産合計 6,345,133 6,986,782
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 3,820,229 3,497,607

売上原価 2,536,431 2,329,296

売上総利益 1,283,798 1,168,310

販売費及び一般管理費 1,054,756 1,172,555

営業利益又は営業損失（△） 229,041 △4,244

営業外収益

受取利息 198 126

受取配当金 1,067 985

保険返戻金 - 5,335

受取地代家賃 4,200 4,200

貸倒引当金戻入額 - 864

その他 3,813 3,091

営業外収益合計 9,279 14,603

営業外費用

支払利息 25,090 19,611

その他 5,722 7,733

営業外費用合計 30,812 27,345

経常利益又は経常損失（△） 207,507 △16,986

特別利益

資産除去債務戻入益 3,407 -

固定資産売却益 - 1,910

特別利益合計 3,407 1,910

特別損失

固定資産除却損 2,078 304

投資有価証券評価損 6,240 -

会員権評価損 - 1,094

特別損失合計 8,318 1,399

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

202,596 △16,476

法人税、住民税及び事業税 99,454 10,518

法人税等調整額 13,043 △4,899

法人税等合計 112,497 5,618

四半期純利益又は四半期純損失（△） 90,099 △22,094
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

202,596 △16,476

減価償却費 58,224 85,510

保険返戻金 - △5,335

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,400 6,672

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,250 △5,895

貸倒引当金の増減額（△は減少） 892 △1,495

受取利息及び受取配当金 △1,266 △1,111

支払利息 25,090 19,611

有形固定資産売却損益（△は益） - △1,910

有形固定資産除却損 2,078 304

投資有価証券評価損益（△は益） 6,240 -

資産除去債務戻入益 △3,407 -

会員権評価損 - 1,094

売上債権の増減額（△は増加） △439,296 △226,266

たな卸資産の増減額（△は増加） △521,907 △322,787

仕入債務の増減額（△は減少） 782,498 450,819

その他 51,827 △37,605

小計 199,221 △54,869

利息及び配当金の受取額 1,266 1,111

利息の支払額 △25,808 △20,549

法人税等の支払額 △53,856 △132,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,823 △206,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △62,000 △72,000

定期預金の払戻による収入 60,000 72,000

有形固定資産の取得による支出 △46,790 △86,684

有形固定資産の売却による収入 - 1,910

無形固定資産の取得による支出 △29,749 △33,970

投資有価証券の取得による支出 - △11,536

保険積立金の解約による収入 - 8,683

保険積立金の積立による支出 △754 △12,434

その他 5,296 921

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,997 △133,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 200,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000

長期借入れによる収入 350,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △283,327 △252,682

社債の発行による収入 200,000 400,000

社債の償還による支出 - △30,000

自己株式の取得による支出 △35 △46

配当金の支払額 △11,809 △23,562

リース債務の返済による支出 - △13,078

その他 △4,517 △7,436

財務活動によるキャッシュ・フロー 250,310 473,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297,136 133,531

現金及び現金同等物の期首残高 726,030 702,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,023,166 835,630
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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