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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の業績（平成28年４月１日～平成28年12月31日）

（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 ％

29年３月期第３四半期 1,211 8.0 183 20.7 179 20.3 124 23.7

28年３月期第３四半期 1,121 7.1 151 63.2 149 60.3 100 59.1
　

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

29年３月期第３四半期 66.61 －

28年３月期第３四半期 53.83 －
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第３四半期 2,262 1,813 80.1

28年３月期 2,139 1,731 80.9
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 1,813百万円 28年３月期 1,731百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

28年３月期 － 0.00 － 23.00 23.00

29年３月期 － 0.00 －

29年３月期(予想) 23.00 23.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

　

３．平成29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 1,640 2.9 240 1.4 240 2.6 165 12.6 88.39
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

決算短信（宝印刷） 2017年02月03日 09時31分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



※ 注記事項

（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

　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 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期３Ｑ 1,873,500株 28年３月期 1,873,500株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 36株 28年３月期 36株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 1,873,464株 28年３月期３Ｑ 1,873,464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財務諸表のレビュー手続き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．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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和策を背景に雇用・所得環境が

改善し、景気は緩やかな回復基調にありますが、中国を始めとするアジア新興国での景気の下振れや、米国次期政

権の不透明感により予断を許さない状況となっております。

このような状況のもと、当社は相対的優位性のある既存領域を確保しつつ、技術開発力を高め、既存製品の改良

や性能向上による差別化により新たな需要分野への展開・進出を図り、生産性の向上とコスト削減により採算重視

の経営に努めてまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の受注につきましては、官公庁や電力会社関連企業からのポンプの受注が好

調であったことにより、1,391,705千円(前年同期比7.9％増)となりました。売上高につきましては、官公庁や国内

一般製造工場への部品・サービスの売上が好調であったことなどにより、1,211,563千円(同8.0％増)となりまし

た。営業損益は、人件費や広告宣伝費が若干増加したものの、粗利益率の高い部品・サービスの売上高が増加した

ことにより、183,072千円(同20.7％増)の営業利益となりました。経常利益は、営業利益とほぼ同額の179,834千円

(同20.3％増)となり、当第３四半期累計期間の四半期純利益は、124,783千円(同23.7％増)となりました。

　

当社の製品別の業績は次のとおりであります。

[ポンプ製品]

　受注面は、官公庁や電力会社関連企業からの受注が好調で、609,903千円(前年同期比12.1％増)となりました。

売上高につきましては、官公庁への販売は増加したものの、機械関連企業や電子関連企業、電力会社関連企業へ

の販売が減少したため、555,880千円(同2.3％減)となりました。

　

[バルブ製品]

　受注面は、官公庁からの農業用水用バルブの受注が大幅に増加したため、233,197千円(前年同期比35.0％増)と

なりました。

売上高につきましては、官公庁への販売が増加したため、141,733千円(同19.3％増)となりました。

　

[部品・サービス]

　受注面は、電力会社関連企業からの受注が減少したことなどにより、548,605千円(前年同期比4.3％減)となりま

した。

売上高につきましては、官公庁や国内一般製造工場への販売が増加したため、513,949千円(同18.5％増)となり

ました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して122,943千円増加し、2,262,289千円となりまし

た。その主な増減要因は、現金及び預金が117,455千円、仕掛品が12,063千円、原材料が7,968千円、その他の流動

資産が17,104千円、有形固定資産が21,049千円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が54,551千円減少し

たことなどによります。

負債につきましては、前事業年度末と比較して41,249千円増加し、449,194千円となりました。その主な増減要

因は、買掛金が18,045千円、賞与引当金が54,149千円、役員退職慰労引当金が4,931千円それぞれ増加しましたが、

未払法人税等が16,561千円、その他の流動負債が11,489千円、退職給付引当金が8,141千円それぞれ減少したこと

などによります。

また、純資産は、前事業年度末と比較して81,693千円増加し、1,813,094千円となりました。その主な増減要因

は、利益剰余金が株主配当金の支払いで43,089千円減少したものの、四半期純利益を124,783千円計上したことに

よります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の業績予想につきましては、平成28年５月12日に発表いたしました通期の業績予想の数値から変

更はございません。
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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

　(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。

　

　(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,104,992 1,222,448

受取手形及び売掛金 300,486 245,934

商品及び製品 － 3,307

仕掛品 58,905 70,969

原材料及び貯蔵品 69,169 77,137

その他 36,649 53,754

貸倒引当金 △2,401 △1,958

流動資産合計 1,567,802 1,671,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 60,265 58,827

機械及び装置（純額） 85,322 108,209

工具、器具及び備品（純額） 10,245 11,010

土地 366,082 366,082

その他（純額） 3,103 1,939

有形固定資産合計 525,019 546,068

無形固定資産 4,860 4,834

投資その他の資産 41,663 39,792

固定資産合計 571,543 590,695

資産合計 2,139,345 2,262,289

負債の部

流動負債

買掛金 36,971 55,017

未払法人税等 51,585 35,023

製品保証引当金 5,578 5,894

賞与引当金 37,824 91,973

その他 104,682 93,193

流動負債合計 236,641 281,101

固定負債

退職給付引当金 89,210 81,069

役員退職慰労引当金 82,092 87,024

固定負債合計 171,303 168,093

負債合計 407,944 449,194

純資産の部

株主資本

資本金 130,583 130,583

資本剰余金 122,580 122,580

利益剰余金 1,478,271 1,559,965

自己株式 △34 △34

株主資本合計 1,731,401 1,813,094

純資産合計 1,731,401 1,813,094

負債純資産合計 2,139,345 2,262,289
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（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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 1,121,304 1,211,563

売上原価 599,144 641,217

売上総利益 522,159 570,346

販売費及び一般管理費 370,427 387,274

営業利益 151,732 183,072

営業外収益

受取利息 279 325

受取配当金 80 80

作業くず売却益 731 546

雑収入 1,029 846

営業外収益合計 2,120 1,798

営業外費用

売上債権売却損 546 844

売上割引 3,341 2,712

雑損失 437 1,479

営業外費用合計 4,325 5,036

経常利益 149,527 179,834

税引前四半期純利益 149,527 179,834

法人税等 48,673 55,050

四半期純利益 100,853 124,783
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（３）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。

（セグメント情報等）

　 当社は、ポンプ及びバルブの製造販売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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