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

24年3月期第3四半期 8,683 7.5 422 73.2 521 43.9 272 21.0
23年3月期第3四半期 8,078 9.4 244 ― 362 ― 225 106.0

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 159百万円 （△9.5％） 23年3月期第3四半期 176百万円 （―％）

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3四半期 18.24 ―
23年3月期第3四半期 15.07 ―

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

24年3月期第3四半期 15,669 11,372 70.9 745.33
23年3月期 15,242 11,295 72.3 737.75
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,116百万円 23年3月期  11,017百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

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 11,432 6.5 487 90.5 623 56.5 428 90.8 28.66



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）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」をご覧ください。 

(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
四半期連結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等については、添付資
料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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3Q 15,058,152 株 23年3月期 15,058,152 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 143,036 株 23年3月期 123,518 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 14,931,922 株 23年3月期3Q 14,937,736 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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から、震災復旧の進行に伴い企業の生産

活動は回復基調で推移いたしましたが、円高の長期化やタイ洪水の影響など、景気悪化の懸念材料も多く、不透明

感が続いております。 

 このような状況下におきまして、当社グループの業況を申し上げますと、主要な取引先である自動車業界向けの

鍛工品事業は、震災影響による減産を挽回すべく各メーカーの増産計画を受け、当四半期に入り、需要は回復いた

しましたが減収となりました。金型事業は自動車業界向けに、一般機械事業は、たばこ製造用機械並びに同装置を

中心に需要を伸ばしましたので、両事業とも増収となりました。当第３四半期累計期間における連結売上高は

8,683百万円（前年同期比7.5％増）となりました。 

 収益面では、主要製品である鍛工品の需要回復や一般機械及び金型の両事業の増収を反映し、営業利益は422百

万円（前年同期比73.2％増）となり、経常利益は521百万円（前年同期比43.9％増）と大幅増益となりました。当

社及び一部の国内子会社において雇用調整助成金を、第１四半期において連結子会社株式の追加取得による負のの

れん発生益をそれぞれ特別利益に計上しております。また、当四半期において、ＭＢＯ手法によるＴＯＢへの対応

費用を特別損失に計上いたしました結果、四半期純利益は272百万円（前年同期比21.0％増）の計上となりまし

た。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①鍛工品 

 鍛工品は、震災影響による減産の挽回を目標とした各自動車メーカーの増産計画を反映し、需要は震災前の状

況まで回復してきましたが、売上高は5,257百万円（前年同期比6.3％減）となり、営業利益292百万円（前年同

期比39.2％減）の計上となりました。 

②一般機械 

 たばこ製造用機械並びに同装置は、たばこフィルターマシンが需要を伸ばし、前年同期の需要一巡による需要

低迷の反動もあり、大幅増収となりました。印刷機械は多種、少量、短納期の印刷受注に適した高品質、低価格

の当社製品への顧客の設備更新の動きは継続し、増収となりました。専用機につきましても、前年同期の需要低

迷の反動もあり増収となりました。一般機械全体では売上高2,360百万円（前年同期比33.3％増）となり、営業

利益は147百万円（前年同期は営業損失６百万円）の計上となりました。 

③金型 

 自動車業界向けのダイカスト金型は、震災復旧需要と売上高確保に取り組み、増収となりました。ロータリー

ダイ、フレキシブルダイにつきましても、景気低迷の影響を受け低迷が続いておりました需要に医薬品業界、食

品業界向けに需要の動きが見られ、受注を伸ばしましたので増収となりました。金型全体では売上高1,060百万

円（前年同期比57.1％増）となり、営業利益36百万円（前年同期は営業損失212百万円）の計上となりました。 

④その他 

 石油類販売等は、売上高138百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益11百万円（前年同期比0.6％増）となり

ました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は10,172百万円となり、前連結会計年度末に比べ728百万円増加

いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が759百万円増加したことによるものであります。固定資産は5,496

百万円となり、前連結会計年度末に比べ302百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が245百万円減少し

たことによるものであります。 

 この結果、総資産は、15,669百万円となり、前連結会計年度末に比べ426百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は3,095百万円となり、前連結会計年度末に比べ335百万円増加い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金が346百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,201百

万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円増加いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が25百万円減少

したものの、退職給付引当金が40百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、4,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ349百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は11,372百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円増加

いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が112百万円減少したものの、利益剰余金が227百万円増加し

たことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は70.9％（前連結会計年度末は72.3％）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、当第３四半期連結累計期間の業績は、東日本大震災の深刻な影響も復旧の動きを

反映し、改善しておりますが、タイ洪水による影響も見えはじめ、また、自動車メーカーの円高による採算の悪化

など、景気の先行きは不透明感を強めておりますので、業績予想につきましては、平成23年７月28日に公表いたし

ました予想は変更しておりません。 

（１）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。 

（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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,794,602 4,551,986

受取手形及び売掛金 2,384,332 3,143,452

有価証券 239,559 239,699

商品及び製品 216,166 205,178

仕掛品 1,204,445 1,270,476

原材料及び貯蔵品 356,906 518,507

繰延税金資産 139,212 132,276

その他 173,773 179,766

貸倒引当金 △65,294 △69,177

流動資産合計 9,443,702 10,172,165

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 723,255 680,385

機械装置及び運搬具（純額） 1,141,474 1,009,617

工具、器具及び備品（純額） 103,746 110,430

土地 1,277,389 1,277,389

建設仮勘定 49,876 54,525

有形固定資産合計 3,295,742 3,132,348

無形固定資産 44,961 42,886

投資その他の資産   

投資有価証券 1,253,913 1,008,011

賃貸用不動産（純額） 991,478 980,098

繰延税金資産 204,450 324,447

その他 11,107 11,555

貸倒引当金 △2,372 △2,372

投資その他の資産合計 2,458,576 2,321,740

固定資産合計 5,799,280 5,496,976

資産合計 15,242,983 15,669,141



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,027,046 2,373,050

未払法人税等 240,538 115,366

賞与引当金 164,429 109,733

受注損失引当金 95,700 26,011

その他 232,790 471,372

流動負債合計 2,760,504 3,095,534

固定負債   

退職給付引当金 886,831 926,919

役員退職慰労引当金 111,686 85,963

環境対策引当金 9,000 9,000

受入保証金 122,027 121,857

資産除去債務 57,145 57,426

その他 388 285

固定負債合計 1,187,078 1,201,451

負債合計 3,947,583 4,296,986

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,875,232 8,102,765

自己株式 △38,924 △47,529

株主資本合計 10,510,790 10,729,718

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 537,468 424,804

為替換算調整勘定 △30,283 △37,898

その他の包括利益累計額合計 507,185 386,905

少数株主持分 277,424 255,531

純資産合計 11,295,400 11,372,155

負債純資産合計 15,242,983 15,669,141



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,078,586 8,683,184

売上原価 6,995,246 7,361,570

売上総利益 1,083,339 1,321,614

販売費及び一般管理費 839,121 898,717

営業利益 244,218 422,897

営業外収益   

受取利息 4,401 1,804

受取配当金 16,745 21,678

不動産賃貸料 154,269 156,859

その他 23,091 14,023

営業外収益合計 198,508 194,365

営業外費用   

不動産賃貸費用 74,789 81,548

その他 5,673 14,559

営業外費用合計 80,462 96,108

経常利益 362,264 521,154

特別利益   

貸倒引当金戻入額 915 －

補助金収入 95,687 34,778

負ののれん発生益 － 19,438

その他 1,215 －

特別利益合計 97,818 54,216

特別損失   

固定資産除却損 3,346 2,379

投資有価証券評価損 － 4,001

環境対策引当金繰入額 9,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48,708 －

公開買付関連費用 － 25,045

特別損失合計 61,054 31,425

税金等調整前四半期純利益 399,028 543,945

法人税等 156,220 261,698

少数株主損益調整前四半期純利益 242,808 282,246

少数株主利益 17,766 9,909

四半期純利益 225,041 272,337



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 242,808 282,246

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,059 △112,664

為替換算調整勘定 △43,301 △9,890

その他の包括利益 △66,360 △122,554

四半期包括利益 176,447 159,692

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 168,640 152,057

少数株主に係る四半期包括利益 7,807 7,634



 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 当社は、平成23年12月２日開催の取締役会において、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

る株式会社村田商事（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公

開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨

することを決議し、平成23年12月５日に「意見表明報告書」を関東財務局長に提出しております。 

 本公開買付けは、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（9,955,000株）に満たない場合は、公開買付者は

応募株券等の全部の買付けを行わない旨の条件を付し、平成23年12月５日から平成24年１月23日まで実施されまし

た。その結果、応募株券等の数の合計が14,172,394株（株券等所有割合94.91％）となり、買付予定数の下限

（9,955,000株）以上となりましたので、本公開買付けは成立いたしました。これを受け、公開買付者は、平成24

年１月27日（本公開買付けの決済の開始日）付けで、当社の総株主等の議決権に対する所有割合が50％超となるた

め、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。 

 今後、公開買付者が当社を完全子会社化するための手続として、当社は、①当社において普通株式とは別個の種

類の株式を発行できる旨の定款の一部変更を行うこと、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法

第108条第１項第７号）を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③当社の当該全部取得条項が付された普通株

式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の当社の株式を交付するこ

とのそれぞれを付議議案に含む臨時株主総会を開催する予定です。また、臨時株主総会にて上記①のご承認をいた

だき、上記①に係る定款の一部変更の効力が発生しますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となるとこ

ろ、上記②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第111条第２項第１号に基づき、上記②に

係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される当社普通株式を所有する株主を構成員とする種類株

主総会の決議が必要となるため、臨時株主総会の開催日と同日を開催日とする種類株主総会を開催し、上記各議案

を上程することを予定しております。 

 上記の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付されたうえで、その全

て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）が当社に取得されることになりますので、東京証券取引所の上

場廃止基準に従い、当社普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる予定であります。 

 また、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として、当社は、既存の取引銀行との当座貸越契約を平成24

年１月24日までに全て解約いたしました。 

 なお、公開買付者の概要（平成23年12月２日現在）は、次の通りであります。 

（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

（５）重要な後発事象

（１）名 称 株式会社村田商事 

（２）所 在 地 新潟県三条市東光寺3058番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 村田 哲夫 

（４）事 業 内 容 当社の株式を取得及び保有することを主たる事業の内容としています。 

（５）資 本 金 2,000,000円 

（６）設 立 年 月 日 平成23年11月８日 

（７）大株主及び持株比率 
村田哲夫   75％ 

松崎 仁   25％  

（８）
上 場 会 社 と 公 開 

買 付 者 と の 関 係 

資 本 関 係 公開買付者は、当社の普通株式1,000株を所有しております。 

人 的 関 係 

当社の代表取締役社長である村田哲夫氏が公開買付者の代表取締

役を、当社の取締役である松崎仁氏が公開買付者の取締役を兼任

しております。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者へ 

の 該 当 状 況 

公開買付者は、当社の代表取締役社長である村田哲夫氏及び当社

の取締役である松崎仁氏が、それぞれ議決権の75％及び25％を所

有しており、当社の関連当事者に該当します。 
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