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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 26,264 △4.0 △1,629 ― △865 ― △448 ―
25年3月期第3四半期 27,364 △14.8 △1,227 ― △529 ― △288 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 280百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △70百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 △15.96 ―
25年3月期第3四半期 △10.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 66,467 33,423 49.0
25年3月期 68,232 33,602 48.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 32,601百万円 25年3月期 32,903百万円

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

25年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
26年3月期 ― 9.00 ―
26年3月期（予想） 9.00 18.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 42,000 △8.6 1,000 93.3 1,000 △28.0 700 △25.8 24.93



(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） ： 有 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧下さい。 

(2) 四半期連結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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などのの将来予測情報に関
する説明」をご覧下さい。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） Torishima(USA)Corporation 、 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
②①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） 26年3月期3Q 29,889,079 株 25年3月期 29,889,079 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,814,922 株 25年3月期 1,827,927 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 28,070,275 株 25年3月期3Q 28,056,826 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国においては緩やかながらも回復が続き、中国、インド等の

新興国においての持ち直しや、欧州においても景気底打ちの兆しが見られるものの、全体としては力強さに欠ける

状況で推移しました。 

  

わが国経済においては、引き続き円高是正や株価回復の影響もあり、緩やかながらも景気は回復しております

が、本格的な回復には至らない状況で推移しました。 

  

当ポンプ業界におきましては、海外向けの水資源を中心としたインフラ整備やエネルギー関連需要の底堅い動

き、国内公共投資の増加等はありますが、価格競争は依然として厳しい受注状況のもとに推移しました。 

  

当社グループの当第３四半期連結累計期間の受注高は 百万円（前年同四半期比 百万円増加）となり

ました。これを需要先別にみますと官公需は 百万円（前年同四半期比 百万円増加）、国内民需は

百万円（前年同四半期比 百万円増加）、外需は 百万円（前年同四半期比 百万円増加）となりま

した。 

  

当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 百万円減少）を計上し、当四半期末

の受注残高として 百万円（前年同四半期末比 百万円増加）を期末以降に繰り越すことになりました。

  

利益面については、当第３四半期連結累計期間の営業損失は 百万円（前年同四半期は営業損失 百万

円）となり、経常損失は為替差益が 百万円発生した結果、 百万円（前年同四半期は経常損失 百万円）と

なり、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、

百万円となりました。これは主に、投資有価証券の増加（前連結会計年度比 百万円増加）はありまし

たが、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比 百万円減少）などによるものであります。 

   

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比 百万円減少）などによるものであります。 

  

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、

利益剰余金の減少（前連結会計年度末比 百万円減少）などによるものであります。     

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

45,160 16,751

12,795 3,520 5,106

1,279 27,258 11,951

26,264 1,099

54,238 12,851

1,629 1,227

665 865 529

448 288

1,765

66,467 3,761

4,949

1,586 33,043

4,786

178 33,423

926
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

前連結会計年度まで非連結子会社でありました、Torishima (USA) Corporation は当第３四半期連結累計期間

において重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

なお、Torishima (USA) Corporation は、当社の特定子会社に該当いたします。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

ただし、見積実効税率を使用できない場合は、法定実効税率を使用しております。   

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,962 6,124 

受取手形及び売掛金 24,260 19,310 

有価証券 － 700 

商品及び製品 250 516 

仕掛品 4,711 7,954 

原材料及び貯蔵品 1,795 1,593 

前渡金 582 758 

繰延税金資産 749 1,476 

その他 1,495 1,023 

貸倒引当金 △113 △155 

流動資産合計 45,693 39,304 

固定資産   

有形固定資産 9,844 11,067 

無形固定資産 2,044 2,347 

投資その他の資産   

投資有価証券 9,069 12,830 

その他 1,757 1,197 

貸倒引当金 △176 △280 

投資その他の資産合計 10,650 13,748 

固定資産合計 22,539 27,163 

資産合計 68,232 66,467 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,014 7,227 

短期借入金 5,410 6,683 

未払法人税等 126 127 

前受金 2,452 3,883 

賞与引当金 602 353 

製品保証引当金 412 444 

工事損失引当金 217 264 

その他 3,368 3,032 

流動負債合計 24,606 22,015 

固定負債   

長期借入金 7,671 8,705 

退職給付引当金 1,794 1,716 

役員退職慰労引当金 11 13 

その他 547 594 

固定負債合計 10,024 11,028 

負債合計 34,630 33,043 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,592 1,592 

資本剰余金 7,813 7,822 

利益剰余金 23,951 23,025 

自己株式 △968 △962 

株主資本合計 32,389 31,478 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 903 1,549 

繰延ヘッジ損益 △285 △421 

為替換算調整勘定 △104 △4 

その他の包括利益累計額合計 513 1,123 

新株予約権 90 94 

少数株主持分 607 727 

純資産合計 33,602 33,423 

負債純資産合計 68,232 66,467 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 27,364 26,264 

売上原価 22,964 21,253 

売上総利益 4,399 5,010 

販売費及び一般管理費 5,627 6,640 

営業損失（△） △1,227 △1,629 

営業外収益   

受取配当金 133 154 

為替差益 253 665 

持分法による投資利益 92 40 

受取賃貸料 51 75 

その他 358 133 

営業外収益合計 889 1,069 

営業外費用   

支払利息 75 83 

貸倒引当金繰入額 － 85 

その他 115 136 

営業外費用合計 191 305 

経常損失（△） △529 △865 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 75 

特別利益合計 － 75 

特別損失   

投資有価証券売却損 65 4 

投資有価証券評価損 61 － 

関係会社株式売却損 － 14 

特別損失合計 127 19 

税金等調整前四半期純損失（△） △656 △809 

法人税等 △338 △460 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △318 △348 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △30 99 

四半期純損失（△） △288 △448 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △318 △348 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 238 645 

繰延ヘッジ損益 △84 △136 

為替換算調整勘定 95 122 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △2 

その他の包括利益合計 248 629 

四半期包括利益 △70 280 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △26 161 

少数株主に係る四半期包括利益 △43 119 
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   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

需要先別の生産、受注及び販売状況 

  

  

  

                                                                                                   以 上  

  

（３）四半期連結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)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

４．補足情報

    前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間   

    （自  平成24年４月１日 （自  平成25年４月１日 増減（△） 

    至  平成24年12月31日） 至  平成25年12月31日）   

  需要別 金額（百万円） 
構成比 

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

増減

（△）率

（％） 

受注高 

官 公 需  9,275  32.6  12,795  28.3  3,520  38.0

民    需  3,827  13.5  5,106  11.3  1,279  33.4

外    需  15,306  53.9  27,258  60.4  11,951  78.1

計  28,409  100.0  45,160  100.0  16,751  59.0

売上高 

官 公 需  4,607  16.8  4,096  15.6  △510  △11.1

民    需  4,362  16.0  4,233  16.1  △128  △3.0

外    需  18,394  67.2  17,934  68.3  △460  △2.5

計  27,364  100.0  26,264  100.0  △1,099  △4.0

  官 公 需  11,479  27.8  14,203  26.2  2,724  23.7

受注 民    需  2,162  5.2  3,512  6.5  1,349  62.4

残高 外    需  27,744  67.0  36,522  67.3  8,777  31.6

  計  41,386  100.0  54,238  100.0  12,851  31.1
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