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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 14,170 7.9 877 38.3 830 54.3 556 69.8
23年3月期第2四半期 13,127 9.3 634 58.0 537 18.6 327 16.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 69百万円 （500.2％） 23年3月期第2四半期 11百万円 （―％）

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2四半期 22.22 ―
23年3月期第2四半期 13.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 43,656 35,641 81.6
23年3月期 45,303 35,772 78.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  35,620百万円 23年3月期  35,749百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ― 8.00
24年3月期（予想） ― 8.00 16.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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  ：  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 30,200 1.1 2,300 △0.2 2,350 △0.0 1,400 △0.2 55.88



(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 

(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、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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 27,829,486 株 23年3月期 27,829,486 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,776,617 株 23年3月期 2,775,934 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 25,053,240 株 23年3月期2Q 25,057,373 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、東日本大震災の影響により一時的に弱い動きとなった生産活

動が、サプライチェーンの立て直しにより持ち直し、また海外経済の成長を背景とした輸出の増加等に伴い企業業

績は改善され、個人消費も低水準ながら持ち直しの動きが見られました。しかしながら雇用情勢は依然厳しく、デ

フレ傾向が継続する中で、欧米における財政問題に伴う円高の進行、電力供給量の制約、原子力発電所事故の長期

化など懸念される事項が多いことから、先行き不透明な状況で推移しました。 

 世界経済においては、アジアを中心として景気は回復基調にあるものの、米国経済の減速、欧州での金融不安の

拡大、新興国においてはインフレ懸念が高まるなど、その回復テンポは緩やかなものとなりました。 

 このような状況の中で当社グループにおきましては、国内部門では、建設機械市場におけるリース・レンタル業

界において、震災の復旧、復興工事関連とも重なり、節電・省エネタイプの自動型水中ポンプを含む小型汎用機種

や高圧洗浄機などの売上が順調に推移しました。 

 海外部門では、北米市場においては、前年に引き続き鉱山市場での大型水中ポンプやレンタル市場での小・中型

水中ポンプの売上が、アジア地域においては、インフラ整備の新規プロジェクトでの小・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 百万円減少しました。 

 これは、主に為替換算調整勘定の減少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 

 当第２四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益は、当初の計画を上回りましたが、今

後の為替相場及び世界経済の動向、市場環境等厳しい状況が想定されることから、平成24年３月期通期の連結業績

予想につきましては平成23年５月16日に発表した数値から変更はありません。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

14,170 1,042

7.9 877 243 38.3

830 292 54.3 556

228 69.8

43,656 1,646

35,641 131

81.6 78.9
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２．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,738 5,157

受取手形及び売掛金 13,181 10,558

有価証券 406 489

たな卸資産 5,367 5,873

その他 780 845

貸倒引当金 △57 △34

流動資産合計 24,416 22,890

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,618 7,108

その他（純額） 4,092 4,056

有形固定資産合計 10,710 11,165

無形固定資産 482 413

投資その他の資産   

投資有価証券 8,336 7,846

その他 1,398 1,353

貸倒引当金 △42 △14

投資その他の資産合計 9,693 9,186

固定資産合計 20,887 20,765

資産合計 45,303 43,656
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,809 3,401

未払法人税等 374 340

賞与引当金 570 636

その他 1,490 1,488

流動負債合計 7,246 5,868

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 500 500

引当金 416 417

その他 367 228

固定負債合計 2,284 2,146

負債合計 9,530 8,014

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 25,785 26,142

自己株式 △2,388 △2,388

株主資本合計 36,482 36,838

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △37 △225

繰延ヘッジ損益 5 5

為替換算調整勘定 △701 △998

その他の包括利益累計額合計 △733 △1,218

少数株主持分 23 21

純資産合計 35,772 35,641

負債純資産合計 45,303 43,656
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 13,127 14,170

売上原価 9,212 9,872

売上総利益 3,915 4,298

販売費及び一般管理費 3,280 3,420

営業利益 634 877

営業外収益   

受取利息 72 74

受取配当金 33 45

持分法による投資利益 41 39

その他 32 91

営業外収益合計 179 250

営業外費用   

支払利息 18 13

為替差損 222 225

その他 36 60

営業外費用合計 276 298

経常利益 537 830

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 537 913

法人税、住民税及び事業税 125 404

法人税等調整額 84 △48

法人税等合計 209 356

少数株主損益調整前四半期純利益 328 557

少数株主利益 0 0

四半期純利益 327 556
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 328 557

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105 △188

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △200 △302

持分法適用会社に対する持分相当額 △10 3

その他の包括利益合計 △316 △487

四半期包括利益 11 69

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13 71

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △1
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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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