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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 77,269 △2.8 1,910 △45.6 2,648 △31.1 4,579 126.3
23年3月期第3四半期 79,507 24.6 3,509 ― 3,845 ― 2,023 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,999百万円 （417.3％） 23年3月期第3四半期 579百万円 （―％）

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 32.79 ―

23年3月期第3四半期 14.28 ―

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 115,404 67,423 51.1 422.69
23年3月期 116,126 65,428 49.5 411.29

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  59,014百万円 23年3月期  57,457百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ― 4.00 ―

24年3月期（予想） 4.00 8.00

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 104,000 △1.3 2,200 △49.1 3,100 △36.0 4,700 152.9 33.66
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(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  ：  無  

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提条件に基づいており、今後発生する状況の変化によっては実際の業績と異なる可能性があります。なお、
上記の予想の前提条件その他関連する事項につきましては、【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）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 158,428,497 株 23年3月期 158,428,497 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 18,812,491 株 23年3月期 18,728,054 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 139,682,740 株 23年3月期3Q 141,709,839 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の売上高は772億69百万円（前年同期比2.8％減少）、営業利益は19億10百万円（前年

同期比45.6％減少）、経常利益は26億48百万円（前年同期比31.1％減少）、四半期純利益は45億79百万円（前年同

期比126.3％増加）となりました。 

セグメントごとの業績は以下のとおりであります。 

（工業機材事業） 

国内市場では、自動車、鉄鋼及びベアリング業界の主要顧客が大震災の影響があったものの、需要は堅調に推

移したため、研削砥石・ダイヤモンド工具や研磨布紙は、売上げはほぼ横ばいとなりました。海外市場では、米

州の自動車業界の回復に伴いＣＢＮ工具が増加し、アジア市場においては鉄鋼及びベアリング業界向けに研削砥

石が順調に推移しましたが、為替の影響を受け、売上げは微増となりました。その結果、工業機材事業の売上高

は283億11百万円（前年同期比1.1％増加）、営業利益は８億42百万円（前年同期比9.7％減少）となりました。 

（セラミック・マテリアル事業） 

電子ペーストは、当第３四半期に入って伸長が鈍化しましたが、太陽光発電向けがアジア市場で順調であった

ことに加え、原料である貴金属価格の高騰に伴う販売価格の上昇により、売上げは増加しました。厚膜回路基板

は、自動車向けの需要回復を受け微増となり、発電機向けのセラミックコアも伸長しました。一方、触媒担体

は、化学業界の設備投資の停滞により減少し、蛍光表示管は不採算品からの撤退と為替の影響により、売上げは

減少しました。連結子会社である共立マテリアル株式会社は、セラミック原料は堅調でしたが、電子部材は電子

業界の不振の影響により、売上げは減少しました。その結果、セラミック・マテリアル事業の売上高は279億78

百万円（前年同期比6.6％減少）、営業利益は18億61百万円（前年同期比40.3％減少）となりました。 

（エンジニアリング事業） 

主力のヒートテクノ部門は、リチウムイオン電池電極材向けは好調でしたが、電子半導体向けが減少し、売上

げは微減となりました。流体テクノ部門は、濾過装置がベアリング業界向けに、混合・攪拌装置が食品業界向け

に堅調に推移したため、売上げは増加しました。また、マシンテクノ部門は、超鋼丸鋸切断機が工作機械業界向

けに伸長したものの、鉄鋼業界向けを主とする研削機械の減少を補うには至らず、売上げは減少しました。その

結果、エンジニアリング事業の売上高は149億１百万円（前年同期比1.0％減少）であり、３億58百万円の営業損

失となりました。 

（食器事業） 

国内市場については、業務用の一部顧客向けに需要の回復が見られましたが、ホテル向けは厳しい状況が続

き、百貨店向けも停滞したため、売上げは減少しました。海外市場については、米州市場が為替の影響により微

減となったものの、アジア市場におけるエアライン向けが伸長しましたので、売上げはほぼ横ばいとなりまし

た。その結果、食器事業の売上高は60億79百万円（前年同期比6.5％減少）であり、４億35百万円の営業損失と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金並びに土地が減

少したことから、前連結会計年度末に比べ７億21百万円減少し、1,154億４百万円となりました。 

負債は、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債及び賞与引当金が減少したことから、前連結会計年度末に比

べ27億16百万円減少し、479億80百万円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ19

億95百万円増加し、674億23百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響が比較的軽微であったものの、タイにおける洪水

の影響及び欧州債務危機による円高の進行等により、先行きは極めて不透明であります。当社グループといたしま

しては、成長市場である新エネルギー関連の新製品・新技術の開発と拡販に邁進するとともに、価格競争力を備え

た海外生産拠点の構築を図りつつ、新興国をはじめ海外市場への展開をより一層積極的に推進し、業績の回復と成

長性の確保に努めてまいります。 

なお、連結業績予想は平成23年９月30日発表の見通しを変更しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 17,028 17,658

受取手形及び売掛金 29,915 29,432

商品及び製品 5,767 6,088

仕掛品 5,982 5,333

原材料及び貯蔵品 3,801 4,265

その他 2,992 2,429

貸倒引当金 △144 △153

流動資産合計 65,343 65,054

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,010 11,656

その他（純額） 18,121 18,362

有形固定資産合計 30,132 30,018

無形固定資産 741 601

投資その他の資産   

投資有価証券 17,282 17,626

その他 2,719 2,201

貸倒引当金 △91 △98

投資その他の資産合計 19,909 19,729

固定資産合計 50,782 50,350

資産合計 116,126 115,404
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（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   

支払手形及び買掛金 18,377 17,869

短期借入金 1,615 1,616

未払法人税等 857 369

引当金 1,263 435

その他 3,525 4,047

流動負債合計 25,640 24,337

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,200 10,200

退職給付引当金 1,477 1,311

その他の引当金 737 769

その他 2,642 1,362

固定負債合計 25,056 23,642

負債合計 50,697 47,980

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,632 15,632

資本剰余金 18,832 18,832

利益剰余金 33,257 36,927

自己株式 △7,612 △7,630

株主資本合計 60,110 63,762

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,785 1,209

為替換算調整勘定 △5,437 △5,957

その他の包括利益累計額合計 △2,652 △4,747

少数株主持分 7,971 8,409

純資産合計 65,428 67,423

負債純資産合計 116,126 115,404
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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 79,507 77,269

売上原価 57,492 58,605

売上総利益 22,015 18,663

販売費及び一般管理費   

販売費 13,250 11,802

一般管理費 5,254 4,951

販売費及び一般管理費合計 18,505 16,753

営業利益 3,509 1,910

営業外収益   

受取利息 32 41

受取配当金 278 321

受取賃貸料 110 239

持分法による投資利益 97 315

その他 136 63

営業外収益合計 656 980

営業外費用   

支払利息 115 117

為替差損 101 55

その他 105 69

営業外費用合計 321 242

経常利益 3,845 2,648

特別利益   

固定資産売却益 0 2,821

持分変動利益 － 989

その他 8 36

特別利益合計 8 3,848

特別損失   

固定資産処分損 223 485

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 157 －

その他 64 46

特別損失合計 445 531

税金等調整前四半期純利益 3,408 5,965

法人税、住民税及び事業税 642 688

法人税等調整額 256 238

法人税等合計 898 926

少数株主損益調整前四半期純利益 2,509 5,038

少数株主利益 486 458

四半期純利益 2,023 4,579
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（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 2,509 5,038

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,179 △1,461

為替換算調整勘定 △750 △543

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △33

その他の包括利益合計 △1,929 △2,038

四半期包括利益 579 2,999

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 155 2,484

少数株主に係る四半期包括利益 424 514
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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） 報告セグメントの利益は、営業利益であります。 

  

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 

重要な事項はありません。 

  

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） 報告セグメントの利益は、営業利益であります。 

  

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 

重要な事項はありません。 

  

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）セグメント情報等

  報告セグメント 

  工業機材 
セラミック・ 

マテリアル 

エンジニア 

リング 
食器 計 

売上高           

外部顧客への売上高  27,993  29,961  15,048  6,503  79,507

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 933  3,119  △117  △425  3,509

  報告セグメント 

  工業機材 
セラミック・ 

マテリアル 

エンジニア 

リング 
食器 計 

売上高           

外部顧客への売上高  28,311  27,978  14,901  6,079  77,269

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 842  1,861  △358  △435  1,910

（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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