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（訂正）「平成 30 年３月期 第１四半期決算短信 

〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 29 年８月 10 日に開示いたしました「平成 30年３月期 第１四半期決算

短信〔日本基準〕（連結）」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告

書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますの

でご参照ください。 

 

2. 訂正箇所 

訂正の箇所には＿下線を付して表示しております。 

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみ全文を

記載しております。 

 

以上 
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（百万円未満切捨て）

1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 4,428 364 22.2 397 330.6 188 －

29年3月期第1四半期 4,591

△3.5

   2.4     298  7.4  92 △77.9 △4 － 

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　138百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△292百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期  9.24 ―

29年3月期第1四半期 △0.23 ―

(2) 連結財政状態

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

30年3月期第1四半期 31,907 24,134 75.3 1,185.95

29年3月期 32,960 24,198 73.4 1,186.95

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 24,041百万円 29年3月期 24,198百万円

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

29年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 8.00 ― 8.00 16.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 9,334 690 738 428 21.04

通期 19,652 1,839 1,928 1,263 61.95

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

2.7

1.8

△4.0

10.4

59.9

11.6

53.4

9.0



※ 注記事項

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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

(3) 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 ： 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

(4) 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） 30年3月期1Q 20,400,138 株 29年3月期 20,400,138 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 128,438 株 29年3月期 12,838 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 20,358,674 株 29年3月期1Q 20,387,388 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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記事項等については、添付資料３ページの「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将来予測情報に関

する説明」をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では、雇用環境の改善や設備投資の持ち直しが続く等、景

気の緩やかな回復基調が続いております。中国では、公共投資等の景気刺激策に伴い、個人消費や民間設備投資等

にもプラスの動きが見られる等、景気減速に歯止めがかかり、持ち直しに転じております。また欧州においても、

製造業が牽引役となって緩やかな景気回復が続いている等、世界経済全体としては緩やかな回復傾向にあります。

しかし、米国の政策実現への懐疑や英国のＥＵ離脱交渉の難航等の政治情勢による影響、中国での構造調整再開に

伴う景気の減速懸念等、いまだ世界経済の不透明感は拭えておりません。 

わが国経済は、雇用所得環境の改善を受けた個人消費の持ち直しや、設備投資の拡大基調の継続等により、景気

は緩やかな持ち直しが続いておりますが、海外経済の先行き不透明感の強まりによる景気の下振れリスクが残って

おります。 

このような状況の中で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、国内市場においては、ポンプ事

業は設備更新需要を中心に堅調に推移したものの、電子部品事業の売上減少により、低調に推移いたしました。一

方、海外市場においては、米国市場における前期の受注不振の影響等があったものの、中国市場での売上の回復か

ら全体としては堅調に推移いたしました。 

これらの結果、グループ全体として売上高は44億28百万円（前年同期比3.5%減）となりました。 

利益面につきましては、粗利率の改善等により、営業利益は３億64百万円（同22.2%増）となり、為替差益13百

万円の発生等により、経常利益は３億97百万円（同330.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億88百万

円（前期は４百万円の赤字）となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

① ポンプ事業 

ポンプ事業は、国内市場では、電力関連機器モータポンプが減少したものの、ケミカル機器モータポンプ、冷

凍機・空調機器モータポンプ等が増加いたしました。中国市場では、ケミカル機器モータポンプ、電力関連機器

モータポンプが増加いたしました。また米国市場では、メンテナンス関連等が増加したものの、ケミカル機器

モータポンプ、冷凍機・空調機器モータポンプが減少いたしました。 

その結果、売上高は38億23百万円（前年同期比0.6%増）、連結売上高に占める割合は86.3%となりました。 

また、営業利益は、粗利率の改善等により、３億27百万円（同15.4%増）となりました。 

② 電子部品事業 

電子部品事業は、売上高４億91百万円（前年同期比29.0%減）、連結売上高に占める割合は11.1%となりました。 

また、営業利益は、粗利率の改善等により、28百万円（同169.6%増）となりました。 

③ その他 

その他は、売上高は１億13百万円（前年同期比15.9%増）、連結売上高に占める割合は2.6%となりました。 

また、営業利益は、売上の増加並びに販売費及び一般管理費の減少等により、８百万円（同112.9%増）となりま

した。
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（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は193億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億36百万円

減少いたしました。これは主に現金及び預金が21億71百万円減少したことによるものであります。固定資産は125

億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億83百万円増加いたしました。これは主にのれんが８億37百万円

増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は、319億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億52百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は59億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億64百万円

減少いたしました。これは主にその他が８億54百万円減少したことによるものであります。固定負債は18億35百

万円となり、前連結会計年度末に比べ１億75百万円増加いたしました。 

この結果、負債合計は、77億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億88百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は241億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円減

少いたしました。これは主に為替換算調整勘定が１億58百万円減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は75.3%（前連結会計年度末は73.4%）となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想については、平成29年５月15日の「平成29年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期

連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成29年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,256,363 7,084,827 

受取手形及び売掛金 7,149,459 6,321,674 

製品 1,322,140 1,657,184 

仕掛品 1,491,090 1,355,180 

原材料及び貯蔵品 1,363,759 1,493,872 

その他 1,058,855 1,679,776 

貸倒引当金 △254,596 △241,693 

流動資産合計 21,387,072 19,350,822 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,015,408 4,988,885 

その他（純額） 4,127,388 4,143,164 

有形固定資産合計 9,142,797 9,132,049 

無形固定資産   

のれん － 837,031 

その他 436,057 459,870 

無形固定資産合計 436,057 1,296,902 

投資その他の資産 1,994,137 2,127,856 

固定資産合計 11,572,991 12,556,808 

資産合計 32,960,064 31,907,631 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,237,914 1,993,763 

短期借入金 502,547 577,567 

未払法人税等 559,424 648,549 

製品保証引当金 17,338 11,870 

賞与引当金 450,953 227,239 

その他 3,333,687 2,478,704 

流動負債合計 7,101,865 5,937,694 

固定負債   

長期借入金 － 121,100 

退職給付に係る負債 1,036,778 1,056,735 

その他 622,632 657,223 

固定負債合計 1,659,411 1,835,059 

負債合計 8,761,276 7,772,753 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,118,118 3,118,118 

資本剰余金 3,306,347 3,306,347 

利益剰余金 16,668,441 16,693,576 

自己株式 △9,803 △142,024 

株主資本合計 23,083,105 22,976,018 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 556,974 657,454 

為替換算調整勘定 633,649 475,221 

退職給付に係る調整累計額 △74,941 △67,456 

その他の包括利益累計額合計 1,115,682 1,065,220 

非支配株主持分 － 93,639 

純資産合計 24,198,787 24,134,878 

負債純資産合計 32,960,064 31,907,631 
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成28年４月１日 

至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成29年４月１日 

至 平成29年６月30日) 

売上高 4,591,124 4,428,636 

売上原価 2,928,759 2,660,102 

売上総利益 1,662,365 1,768,534 

販売費及び一般管理費 1,363,743 1,403,688 

営業利益 298,622 364,846 

営業外収益 

受取利息 1,987 1,036 

受取配当金 16,424 18,341 

受取賃貸料 6,878 7,442 

為替差益 － 13,046 

その他 10,847 12,745 

営業外収益合計 36,137 52,612 

営業外費用 

支払利息 10,030 11,183 

為替差損 229,597 － 

その他 2,848 8,896 

営業外費用合計 242,476 20,080 

経常利益 92,282 397,378 

特別利益 

投資有価証券売却益 3,735 － 

特別利益合計 3,735 － 

税金等調整前四半期純利益 96,018 397,378 

法人税等 100,805 208,090 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,787 189,287 

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 1,054 

188,233 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成28年４月１日 

至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成29年４月１日 

至 平成29年６月30日) 

△4,787 189,287 四半期純利益又は四半期純損失（△）

 その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △82,419 100,479 

為替換算調整勘定 △213,388 △158,962

退職給付に係る調整額 8,045 7,485 

その他の包括利益合計 △287,762 △50,997

四半期包括利益 △292,549 138,289 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △292,549 137,771 

非支配株主に係る四半期包括利益 － 518 
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（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） 

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） 

当社は、平成29年５月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式115,600株の取得を行いました。この結果、当

第１四半期連結累計期間において自己株式が132,221千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が

142,024千円となっております。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動） 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結累計期間において、

Hydrodyne(India)Pvt.Ltd. 社株式の51％を取得し、同社を子会社としたため、連結の範囲に含めております。

（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１四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。

（会計方針の変更） 

 

（会計上の見積りの変更） 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 

 ポンプ事業 電子部品事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 3,801,574 691,953 4,493,527 97,597 4,591,124 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 3,801,574 691,953 4,493,527 97,597 4,591,124 

セグメント利益 283,979 10,473 294,452 4,169 298,622 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、特殊機器、健康食品及び人材派

遣事業を含んでおります。 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異

調整に関する事項） 

（単位：千円）  

利益 金額 

報告セグメント計 294,452 

「その他」の区分の利益 4,169 

四半期連結損益計算書の営業利益 298,622 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 

 ポンプ事業 電子部品事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 3,823,955 491,533 4,315,489 113,147 4,428,636 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 3,823,955 491,533 4,315,489 113,147 4,428,636 

セグメント利益 327,731 28,239 355,970 8,875 364,846 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、特殊機器、健康食品及び人材派

遣事業を含んでおります。 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異

調整に関する事項） 

（単位：千円）  

利益 金額 

報告セグメント計 355,970 

「その他」の区分の利益 8,875 

四半期連結損益計算書の営業利益 364,846 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

「ポンプ事業」セグメントにおいて、平成29年４月12日付でHydrodyne(India)Pvt.Ltd. 社株式の51％を取得

したことから、のれんの金額に重要な変動が生じております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１

四半期連結累計期間においては886百万円であります。
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３．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当第１四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成29年４月１日 

至 平成29年６月30日） 

前年同期比（％） 

ポンプ事業（千円） 4,343,910 27.5 

電子部品事業（千円） 491,538 △29.0 

報告セグメント計（千円） 4,835,449 18.0 

その他（千円） 107,474 33.6 

合計（千円） 4,942,923 18.3 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

当第１四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ポンプ事業 5,112,975 50.7 7,400,282 9.3 

電子部品事業 499,627 △28.0 166,670 △28.3 

報告セグメント計 5,612,603 37.3 7,566,953 8.0 

その他 137,399 △1.4 93,443 △30.4 

合計 5,750,002 36.1 7,660,396 7.3 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成29年４月１日 

至 平成29年６月30日） 

前年同期比（％） 

ポンプ事業（千円） 3,823,955 0.6 

電子部品事業（千円） 491,533 △29.0 

報告セグメント計（千円） 4,315,489 △4.0 

その他（千円） 113,147 15.9 

合計（千円） 4,428,636 △3.5 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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