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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 3,721 21.4 68 ― 30 ― 15 ―
23年3月期第3四半期 3,066 5.0 △73 ― △92 ― △113 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 10百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △121百万円 （―％）

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 1.26 ―
23年3月期第3四半期 △9.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 5,990 827 13.3
23年3月期 6,023 691 11.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  797百万円 23年3月期  691百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
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 4,870 13.7 100 ― 50 ― 40 ― 3.32



(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）  ：  有  

(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きの対象外であります。また、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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 上海桑江金属科技有限公司 、 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 12,090,000 株 23年3月期 12,090,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 30,258 株 23年3月期 29,827 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 12,060,010 株 23年3月期3Q 12,063,116 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や欧州財政危機の深刻化によって、
好調であった中国やインドなどアジアの新興国の景気も影響を受け、加えてタイの洪水被害による生産活
動の停滞もあり、先行き不透明な状況の中で推移しました。日本では、東日本大震災後、生産活動は回復
傾向にありますが、歴史的な円高による輸出環境の悪化や民間設備投資及び個人消費の低迷など厳しい環
境が続きました。 
 当社グループを取り巻く環境につきましても、ステンレス製管継手製品の主原料であるニッケル価格の
下落傾向が続いており、製品の先安感から市場価格は弱含みで推移しており、販売先の買い控え姿勢も強
くなっており、需要は低迷しておりました。また、設備投資も回復しない状況が続いているなど厳しい環
境にありました。 
 このような状況の中で、当社グループは主要材料及び製品などの調達コストの低減に加え、製造原価の
低減にも努めてまいりました。しかし、需要が低迷している中で価格競争は激化する傾向にあり、当社グ
ループの業績は低調な結果となりました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は３，７２１百万円（前年同四半期比２１．４％
増）となりました。売上総利益につきましては原材料価格に見合った販売価格水準の是正を行うなどの対
策により、売上総利益率が１７．２％（前年同四半期は１６．０％）で前年同四半期に比べ１．２ポイン
ト向上いたしました。しかし、需要の低迷している状況下において、販売価格の是正が期初に想定したよ
うには浸透せず、さらに棚卸資産の評価に関する会計基準の適用により棚卸資産の簿価を２０百万円切り
下げた影響もあり、売上総利益率の上昇率は僅かなものとなりました。 
 このため、営業利益は６８百万円（前年同四半期は営業損失７３百万円）、経常利益は３０百万円（前
年同四半期は経常損失９２百万円）となりました。また、投資有価証券評価損４百万円を特別損失に計上
したことにより、四半期純利益は１５百万円（前年同四半期は四半期純損失１１３百万円）となりまし
た。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ３２百万円減少し、５，９
９０百万円となりました。これは主に、たな卸資産が２４１百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金
が２０２百万円、有形固定資産が４２百万円、その他（流動資産）のうち未収入金が１３百万円それぞれ
減少したことによるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ１６８百万円減少し、５，１６２百万円となりました。これは主
に、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が８０百万円増加しましたが、社債が５２百万
円、長期借入金が８３百万円、再評価に係る繰延税金負債が９５百万円それぞれ減少したことによるもの
であります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１３５百万円増加し、８２７百万円となりました。これは主
に、土地再評価差額金が９５百万円、少数株主持分が２９百万円それぞれ増加したことによるものであり
ます。 

  

今後の見通しにつきましては、民間設備投資の低迷が続くことが予想され、依然として需要の回復が見
込めない状況が続くものと思われます。当社グループは、引き続き各種合理化策を推進し、加えて、原材
料価格に見合った販売価格水準是正を定着させるなど強力に推し進め、収益の確保に努めてまいります。
  

  

第２四半期連結会計期間より、新たに設立した上海桑江金属科技有限公司を連結の範囲に含めており
ます。 
  
  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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：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 807,580 803,084

受取手形及び売掛金 1,236,891 1,034,640

たな卸資産 771,744 1,013,338

その他 47,114 32,939

貸倒引当金 △2,888 △3,763

流動資産合計 2,860,442 2,880,238

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 403,926 381,030

機械装置及び運搬具（純額） 58,646 46,861

土地 2,484,201 2,484,201

その他（純額） 32,202 24,732

有形固定資産合計 2,978,977 2,936,826

無形固定資産 21,031 14,581

投資その他の資産 161,478 157,964

固定資産合計 3,161,487 3,109,372

繰延資産 1,225 700

資産合計 6,023,155 5,990,311

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 575,909 577,161

短期借入金 2,695,950 2,762,230

1年内返済予定の長期借入金 210,359 224,739

未払法人税等 4,531 9,358

賞与引当金 11,000 8,938

その他 120,906 114,380

流動負債合計 3,618,656 3,696,807

固定負債

社債 305,000 253,000

長期借入金 493,074 409,890

再評価に係る繰延税金負債 762,949 667,293

退職給付引当金 74,368 73,465

負ののれん 3,639 －

その他 73,667 62,191

固定負債合計 1,712,699 1,465,840

負債合計 5,331,355 5,162,647
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 226,400 226,400

利益剰余金 △889,661 △874,517

自己株式 △3,544 △3,568

株主資本合計 △166,805 △151,686

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,517 △2,971

土地再評価差額金 864,688 960,344

為替換算調整勘定 △7,600 △7,988

その他の包括利益累計額合計 858,605 949,384

少数株主持分 － 29,965

純資産合計 691,799 827,664

負債純資産合計 6,023,155 5,990,311
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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：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 3,066,238 3,721,804

売上原価 2,574,885 3,081,695

売上総利益 491,353 640,108

販売費及び一般管理費 564,725 571,354

営業利益又は営業損失（△） △73,371 68,754

営業外収益

受取利息 105 103

受取配当金 1,557 1,924

負ののれん償却額 5,573 3,639

助成金収入 25,430 －

設備賃貸料 4,665 6,015

その他 2,014 3,820

営業外収益合計 39,347 15,503

営業外費用

支払利息 43,403 40,510

手形売却損 4,570 7,365

その他 10,113 6,305

営業外費用合計 58,087 54,182

経常利益又は経常損失（△） △92,111 30,075

特別利益

貸倒引当金戻入額 853 －

賞与引当金戻入額 11,150 －

受取保険金 15,000 －

その他 2,495 －

特別利益合計 29,499 －

特別損失

固定資産除却損 62 9

減損損失 81 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,491 －

投資有価証券評価損 10,986 4,470

役員弔慰金 15,000 －

退職特別加算金 1,439 －

特別損失合計 48,059 4,479

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△110,671 25,596

法人税、住民税及び事業税 2,779 10,736

法人税等調整額 497 △248

法人税等合計 3,277 10,487

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△113,948 15,108

少数株主損失（△） － △34

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113,948 15,143
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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：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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△113,948 15,108

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,013 △4,488

為替換算調整勘定 △2,110 △387

その他の包括利益合計 △7,123 △4,876

四半期包括利益 △121,072 10,232

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △121,072 10,266

少数株主に係る四半期包括利益 － △34
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

重要な子会社の譲渡  

 当社は、平成24年１月27日開催の取締役会において、当社が所有する連結子会社である株式会社Ｍ

ＩＥインターナショナルの株式の一部を譲渡することを決議し、平成24年１月27日に株式譲渡契約を

締結いたしました。 

 ① 売却の理由 

当社の子会社である㈱ＭＩＥインターナショナルは、海外営業に注力するも、赤字からの脱却に

足踏み状態が続いております。今後の対策を検討した結果、今まで培った営業基盤の構築とその将

来性を考慮し、当社グループの主要販売先であり、海外事業に意欲を持つイシグロ㈱に経営を移す

ことで新たな展開が図れるものと判断いたしました。このため、当社が保有する㈱ＭＩＥインター

ナショナルの株式の一部を譲渡することを決議いたしました。 

② 売却する相手会社の名称 

イシグロ株式会社 

③ 売却の時期 

平成24年２月29日（予定） 

④ 当該子会社の名称、事業内容 

ア．名称    株式会社ＭＩＥインターナショナル 

イ．事業内容  金属加工品の輸出入 

⑤ 売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率 

ア．売却する株式の数  １,２６０株 

イ．売却価額      ８,６２０千円 

ウ．売却損益      当該株式の売却による売却損益は、軽微であります。 

エ．売却後の持分比率  １０．００％ 

  

（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
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