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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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2四半期 15,182 7.1 1,006 14.7 1,049 26.5 657 18.1
24年3月期第2四半期 14,170 7.9 877 38.3 830 54.3 556 69.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 262百万円 （275.8％） 24年3月期第2四半期 69百万円 （500.2％）

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2四半期 26.25 ―
24年3月期第2四半期 22.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 46,073 37,192 80.7
24年3月期 47,490 37,131 78.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  37,167百万円 24年3月期  37,106百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 8.00
25年3月期（予想） ― 8.00 16.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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  ：  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 32,800 1.9 2,500 1.3 2,600 △7.8 1,600 △7.7 63.87



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   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 （１）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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
四半期連結財務諸表の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、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。 

※  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2Q 27,829,486 株 24年3月期 27,829,486 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,780,307 株 24年3月期 2,778,695 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 25,049,519 株 24年3月期2Q 25,053,240 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要に伴う公共投資の増加、エコカー補

助金制度を背景とした自動車販売の増加に支えられ、企業収益や設備投資は一部に弱い動きが見られましたが、緩

やかに持ち直しの傾向にありました。雇用情勢においても依然として厳しさが残るものの、改善の動きが見られま

した。 

世界経済においては全体的に減速感が強まっており、中国を含むアジア地域や米国においては景気回復の傾向に

はありましたが、そのテンポは緩やかなものとなりました。また欧州の一部においては、金融不安の拡大により景

気は足踏み状態で推移しました。 

このような状況の中で当社グループは、国内部門では、建設機械市場において引き続き震災復興関連工事や節

電・省エネ向けの水中ポンプ及びゲリラ豪雨対策向けの水中ポンプなどの売上が順調に推移しました。設備機器市

場においても汎用水中ポンプの実績が堅調に推移しましたが、水処理プラント市場及び公共工事関連の案件におい

ては、景気の先行き不透明感から引き続き低調に推移しました。 

海外部門では、円高により苦戦を強いられましたが、北米地域においては、前年に引き続き鉱山市場での大型水

中ポンプの売上が、アジア地域においては、インフラ整備プロジェクトが本格的に開始されたことにより小・中型

水中ポンプの売上が順調に推移しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百

万円（ ％）の増収、営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、

経常利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益、四半期純利益は 百万

円と前年同四半期連結累計期間と比べ 百万円（ ％）の増益となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。  

 これは、主に資産の部における受取手形及び売掛金の減少と、負債の部における支払手形及び買掛金の減少によ

るものであります。 

 純資産につきましては、当第２四半期末現在 百万円と前連結会計年度末に比べ 百万円増加しました。 

 これは、主に利益剰余金の増加によるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末 ％）となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては平成24年５月18日に発表した数値から変更はありません。 

   

   

（１）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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。   

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。  

     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

15,182 1,011

7.1 1,006 129 14.7

1,049 219 26.5 657

100 18.1

46,073 1,417

37,192 60

80.7 78.1

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,787 4,801

受取手形及び売掛金 13,456 11,140

有価証券 99 －

たな卸資産 5,859 5,904

その他 1,103 1,097

貸倒引当金 △41 △40

流動資産合計 24,265 22,903

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,170 7,136

その他（純額） 4,276 4,428

有形固定資産合計 11,446 11,564

無形固定資産 780 615

投資その他の資産   

投資有価証券 8,643 8,651

その他 2,368 2,352

貸倒引当金 △13 △14

投資その他の資産合計 10,997 10,990

固定資産合計 23,224 23,170

資産合計 47,490 46,073
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,799 3,616

未払法人税等 750 388

賞与引当金 686 686

その他 1,839 1,784

流動負債合計 8,076 6,476

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 500 500

引当金 423 392

その他 359 511

固定負債合計 2,283 2,404

負債合計 10,359 8,881

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,188 5,188

資本剰余金 7,896 7,896

利益剰余金 27,117 27,575

自己株式 △2,389 △2,391

株主資本合計 37,813 38,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40 △197

繰延ヘッジ損益 4 2

為替換算調整勘定 △750 △906

その他の包括利益累計額合計 △706 △1,101

少数株主持分 24 24

純資産合計 37,131 37,192

負債純資産合計 47,490 46,073
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 14,170 15,182

売上原価 9,872 10,643

売上総利益 4,298 4,539

販売費及び一般管理費 3,420 3,532

営業利益 877 1,006

営業外収益   

受取利息 74 65

受取配当金 45 46

補助金収入 － 95

その他 130 76

営業外収益合計 250 285

営業外費用   

支払利息 13 12

為替差損 225 165

その他 60 63

営業外費用合計 298 242

経常利益 830 1,049

特別利益   

投資有価証券償還益 83 －

税金等調整前四半期純利益 913 1,049

法人税、住民税及び事業税 404 399

法人税等調整額 △48 △7

法人税等合計 356 391

少数株主損益調整前四半期純利益 557 658

少数株主利益 0 0

四半期純利益 556 657
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 557 658

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △188 △237

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △302 △163

持分法適用会社に対する持分相当額 3 5

その他の包括利益合計 △487 △396

四半期包括利益 69 262

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 71 262

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △0
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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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