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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 70,646 4.6 4,533 △31.7 4,738 △29.7 1,974 △43.6

23年3月期第3四半期 67,559 24.8 6,641 144.1 6,739 99.8 3,499 152.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △419百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 769百万円 （―％）

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 40.53 ―

23年3月期第3四半期 72.04 ―

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 103,187 40,146 33.9 716.60
23年3月期 103,439 40,991 34.6 735.44

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  34,984百万円 23年3月期  35,785百万円

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  

（注２）現時点では平成24年３月期末の配当予想は未定とさせていただきます。 

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 ― 4.50 ― 6.50 11.00
24年3月期 ― 4.50 ―

24年3月期（予想） ― ―

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  ：  有  
 

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 96,000 4.4 6,000 △31.2 6,250 △31.6 2,600 △46.6 53.37



(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】Ｐ．３「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
四半期連結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 
１．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
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は【添付資料】Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
２．24年３月期の期末配当につきましては、現時点では未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 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

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 49,757,821 株 23年3月期 49,757,821 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 938,166 株 23年3月期 1,099,261 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 48,714,997 株 23年3月期3Q 48,567,367 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（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）における経済情勢は、欧州全域に広

がりを見せた財政危機問題、それに伴う通貨ユーロへの信認低下、また、これまで堅調であった中国経済の減速

等、景気の先行きに対する懸念が継続し不透明感が強まりました。  

  当社を取り巻く事業環境については、東日本大震災、タイの洪水による生産・販売面への影響、中国の金融引締

政策による建設機械業界等の需要の減退、更に、円高の一層の進行による採算への影響等を受け、収益環境の悪化

を余儀なくされました。 

 このような事業環境下、当社グループは当期を初年度とする三ヵ年計画（『持続性ある成長への基礎固め』－10

年後の繁栄を期して）を策定し、更なる企業価値向上実現のため、グローバル規模での事業展開を行い、収益体制

の拡充に取り組んでおります。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は706億46百万円（前年同期比4.6％増）、連結営業利益は45

億33百万円（前年同期比31.7％減）、連結経常利益は47億38百万円（前年同期比29.7％減）、連結四半期純利益は

19億74百万円（前年同期比43.6％減）となりました。 

  

セグメント別の事業状況は次のとおりであります。 

[自動車・建設機械業界向け事業] 

 自動車及び建設機械業界向け製品は、タイの洪水の影響や中国における金融引締政策の影響がありましたが、

当セグメントの連結売上高は390億27百万円となりました。  

[一般産業機械業界向け事業] 

 一般産業機械業界向け製品は、半導体業界向けを中心とした国内需要減速の一方、インド・東南アジアを中心

とした海外需要の好調に支えられ、当セグメントの連結売上高は204億28百万円となりました。  

[舶用業界向け事業]  

 舶用業界向け製品は、船腹過剰や景気低迷による部品取替需要の減少を受けましたが、中国・韓国を中心とし

た新興国需要に支えられ、当セグメントの連結売上高は83億91百万円となりました。   

[航空宇宙業界向け事業] 

 航空宇宙業界向け製品は、ガスタービン発電機用製品需要増加の一方、航空機用エンジンシールの低迷を受

け、当セグメントの連結売上高は27億98百万円となりました。 

   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間末の資産は前期末に比べ２億52百万円減少し、1,031億87百万円となりました。これ

は主として有形固定資産の増加22億27百万円、現金及び預金の減少による流動資産の減少25億63百万円によるもの

です。 

  負債は前期末に比べ５億93百万円増加し、630億40百万円となりました。これは主として長期借入金の増加16億

65百万円、短期借入金の減少７億70百万円によるものです。 

 純資産は前期末に比べ８億45百万円減少し、401億46百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加15

億49百万円、為替換算調整勘定の減少23億98百万円によるものです。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、平成23年11月10日に公表いたしました予想数値を修正しております。詳細につ

きましては、本日（平成24年２月１日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

  

（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。 

  

  

（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：百万円）

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 17,469 11,975

受取手形及び売掛金 23,299 23,301

商品及び製品 2,818 3,262

仕掛品 5,188 6,151

原材料及び貯蔵品 2,890 3,307

その他 2,953 4,085

貸倒引当金 △187 △216

流動資産合計 54,431 51,868

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,632 10,359

機械装置及び運搬具（純額） 10,776 10,523

その他（純額） 5,715 8,468

有形固定資産合計 27,124 29,351

無形固定資産   

のれん 6,080 6,440

その他 299 366

無形固定資産合計 6,379 6,807

投資その他の資産   

投資有価証券 9,460 9,066

その他 6,141 6,205

貸倒引当金 △98 △111

投資その他の資産合計 15,503 15,159

固定資産合計 49,007 51,318

資産合計 103,439 103,187



（単位：百万円）

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   

買掛金 5,314 5,151

短期借入金 14,230 13,460

未払法人税等 1,942 1,069

賞与引当金 1,654 1,089

その他の引当金 126 89

その他 11,760 13,189

流動負債合計 35,028 34,049

固定負債   

長期借入金 18,136 19,802

退職給付引当金 8,152 8,054

役員退職慰労引当金 97 100

その他 1,031 1,034

固定負債合計 27,418 28,991

負債合計 62,447 63,040

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,490 10,490

資本剰余金 11,363 11,401

利益剰余金 21,320 22,869

自己株式 △456 △391

株主資本合計 42,718 44,369

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 96 42

為替換算調整勘定 △7,029 △9,428

その他の包括利益累計額合計 △6,933 △9,385

少数株主持分 5,206 5,161

純資産合計 40,991 40,146

負債純資産合計 103,439 103,187



（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 67,559 70,646

売上原価 50,715 54,154

売上総利益 16,844 16,492

販売費及び一般管理費 10,202 11,958

営業利益 6,641 4,533

営業外収益   

受取利息 133 153

受取配当金 29 169

持分法による投資利益 746 893

その他 549 443

営業外収益合計 1,458 1,660

営業外費用   

支払利息 618 608

為替差損 554 692

その他 186 154

営業外費用合計 1,359 1,455

経常利益 6,739 4,738

特別利益   

固定資産売却益 48 13

その他 89 1

特別利益合計 138 14

特別損失   

固定資産売却損 61 0

固定資産除却損 110 50

その他 198 17

特別損失合計 370 69

税金等調整前四半期純利益 6,508 4,683

法人税等 2,271 2,044

少数株主損益調整前四半期純利益 4,237 2,639

少数株主利益 738 665

四半期純利益 3,499 1,974



（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 4,237 2,639

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9 △53

為替換算調整勘定 △1,971 △2,306

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,486 △699

その他の包括利益合計 △3,467 △3,059

四半期包括利益 769 △419

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 215 △477

少数株主に係る四半期包括利益 554 58



  該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 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）   

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：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△437百万円は、セグメント間取引消去４百万円及びのれん償却△442百万円 

           であります。 

    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

② 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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

  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）セグメント情報等

  

 自動車・

建設機械業

界向け事業

一般産業 

機械業界 

向け事業 

舶用業界

向け事業

航空宇宙

業界向け

事業 

合計 調整額 

四半期連 

結損益計算

書計上額 

 売上高 

  

  外部顧客への売上高 

  

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

 

 

37,493

492

 

 

19,328

942

 7,839

6

 2,898

－

 

 

 

 

67,559

1,441

 

 

－

△1,441

67,559

－

 計  37,985   20,270  7,845  2,898  69,000  △1,441   67,559

 セグメント利益又は損失（△）   3,105   2,538   1,543   △109   7,078   △437   6,641



  

Ⅱ 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）    

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：百万円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△590百万円は、セグメント間取引消去32百万円及びのれん償却△622百万円 

           であります。 

       ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

② 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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

    

 （重要な負ののれん発生益） 

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

 自動車・

建設機械業

界向け事業

一般産業 

機械業界 

向け事業 

舶用業界

向け事業

航空宇宙

業界向け

事業 

合計 調整額 

四半期連 

結損益計算

書計上額 

 売上高 

  

  外部顧客への売上高 

  

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  

 

 

39,027

112

 

 

20,428

829

 8,391

72

   

2,798

－

 

 

70,646

1,014

 

 

－

△1,014

70,646

－

 計  39,140   21,257  8,464   2,798  71,661  △1,014   70,646

 セグメント利益又は損失（△）   2,013   1,953   1,250  △93   5,123   △590   4,533

（５）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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