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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第1四半期 750 319.1 △554 ― △492 ― △300 ―

24年3月期第1四半期 179 99.5 △573 ― △507 ― △310 ―

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1四半期 △17.00 ―

24年3月期第1四半期 △17.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 26,144 22,745 87.0 1,286.18
24年3月期 28,331 23,507 83.0 1,329.27

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  22,745百万円 24年3月期  23,507百万円

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 ― 0.00 ― 22.00 22.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 22.00 22.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,600 50.0 △280 ― △200 ― △150 ― △8.48

通期 25,000 13.0 2,550 7.0 2,500 4.0 1,550 12.4 87.65



(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 

（注）詳細は、添付資料の２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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1Q 19,058,587 株 24年3月期 19,058,587 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,374,367 株 24年3月期 1,374,367 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 17,684,220 株 24年3月期1Q 17,684,477 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いません。 

※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。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については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当社の主力商品は冬季に販売が集中する石油暖房機器及び加湿器であるため、売上は第３四半期会計期間に集中

する傾向があり、第１四半期会計期間は商談中心の営業活動が行われ売上は僅少であります。 

 一方、物流費を除く販売費及び一般管理費は、売上高に連動せず各四半期ごとにほぼ均等に発生するため、第１

四半期累計期間は営業損失が発生いたします。 

 当第１四半期累計期間におきましても、生産及び営業活動は概ね計画どおりに推移いたしましたが、例年同様に

売上高は僅少でありました。 

 なお、平成24年３月期より出荷が開始された家庭用燃料電池システムは、当第１四半期累計期間においても売上

が計上され、今後も通年で出荷される見通しとなっております。 

 以上の結果、売上高は７億50百万円（前年同期比319.1％増）、営業損失は５億54百万円（前年同期比18百万円

減）、経常損失は４億92百万円（前年同期比15百万円減）、四半期純損失は３億円（前年同期比９百万円減）とな

りました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、主に受取手形及び売掛金の減少による流動資産の減少により、前事業年度

末に比べ21億86百万円減少し、261億44百万円となりました。負債は主に未払法人税等の支払による流動負債の減

少により、前事業年度末に比べ14億24万円減少し、33億99百万円となりました。純資産は四半期純損失及び剰余金

の配当による利益剰余金の減少により、前事業年度末に比べ７億61百万円減少し、227億45百万円となり、自己資

本比率は87.0％となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成24年５月９日発表の「平成24年３月期決算短信

〔日本基準〕（非連結）」に記載した業績予想に変更はありません。 

   

   

（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） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期累計期間の損益に与える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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,866,779 7,404,384

受取手形及び売掛金 4,659,592 1,250,152

有価証券 995,766 698,155

製品 4,082,461 7,575,849

仕掛品 159,356 296,550

原材料及び貯蔵品 992,141 1,052,609

繰延税金資産 281,873 496,094

その他 125,744 312,755

貸倒引当金 △9,400 △2,600

流動資産合計 21,154,314 19,083,952

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,480,784 1,466,997

土地 1,578,795 1,578,795

その他（純額） 1,608,463 1,775,222

有形固定資産合計 4,668,043 4,821,015

無形固定資産 42,950 69,095

投資その他の資産   

投資有価証券 2,137,591 1,825,030

繰延税金資産 286,116 305,573

その他 44,478 42,290

貸倒引当金 △2,241 △2,173

投資その他の資産合計 2,465,945 2,170,721

固定資産合計 7,176,940 7,060,832

資産合計 28,331,254 26,144,784



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,018,927 1,389,849

未払法人税等 977,915 8,253

賞与引当金 234,014 89,768

製品保証引当金 242,800 217,700

その他 1,261,507 591,541

流動負債合計 3,735,164 2,297,111

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 118,748 118,748

退職給付引当金 227,280 235,471

役員退職慰労引当金 743,000 748,350

固定負債合計 1,089,028 1,102,570

負債合計 4,824,193 3,399,681

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,058,813 4,058,813

資本剰余金 4,526,572 4,526,572

利益剰余金 15,892,573 15,202,844

自己株式 △989,313 △989,313

株主資本合計 23,488,645 22,798,917

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,922 29,691

土地再評価差額金 △83,506 △83,506

評価・換算差額等合計 18,415 △53,814

純資産合計 23,507,061 22,745,102

負債純資産合計 28,331,254 26,144,784



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 179,031 750,282

売上原価 108,625 615,523

売上総利益 70,406 134,759

販売費及び一般管理費 644,136 689,540

営業損失（△） △573,730 △554,780

営業外収益   

受取利息 19,199 12,900

受取配当金 12,219 15,084

作業屑収入 18,094 13,971

その他 27,003 20,659

営業外収益合計 76,517 62,615

営業外費用   

複合金融商品評価損 9,880 －

為替差損 25 30

その他 189 12

営業外費用合計 10,095 42

経常損失（△） △507,308 △492,207

特別損失   

固定資産除却損 369 9,358

投資有価証券売却損 － 3,260

投資有価証券評価損 － 5,150

特別損失合計 369 17,769

税引前四半期純損失（△） △507,677 △509,977

法人税、住民税及び事業税 3,750 4,000

法人税等還付税額 － △19,040

法人税等調整額 △201,016 △194,261

法人税等合計 △197,266 △209,301

四半期純損失（△） △310,411 △300,675



 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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